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■AA011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ１ａ 

(Introductory Seminars A1a) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科において基礎となる専門知識と学問研究方法を獲得する。 

基礎文献を通じて、専門知識および読解、分析、論理的思考の能力などを養う。 

それとともに、文献収集方法、プレゼンテーション作法、レポート作成に関する技能も身につける。  

 

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

Studies. 

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

thinking ability. 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

授業回ごとの課題を行ったうえで授業に参加する。 

諸テーマについて文献の要約また論述および発表を行う。 

ディスカッションで相互検討を行う。 

 

All participants do assignments for each class.  

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

Aｌｌ student must engage in discussion and exchange opinions. 

. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 専門知識と学問研究方法の習得１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. 同２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. 同３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. 同４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

 

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

 

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

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

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

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

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

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

図書館ガイダンスもしくは情報検索講習が行われる授業回がある。 

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

（授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。） 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 3 - 

■AA012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ１ｂ 

(Introductory Seminars A1b) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科において基礎となる専門知識と学問研究方法を獲得する。 

基礎文献を通じて、専門知識および読解、分析、論理的思考の能力などを養う。 

それとともに、文献収集方法、プレゼンテーション作法、レポート作成に関する技能も身につける。  

 

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

Studies. 

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

thinking ability. 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

授業回ごとの課題を行ったうえで授業に参加する。 

諸テーマについて文献の要約また論述および発表を行う。 

ディスカッションで相互検討を行う。 

 

All participants do assignments for each class.  

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

Aｌｌ student must engage in discussion and exchange opinions. 

. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 専門知識と学問研究方法の習得１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. 同２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. 同３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. 同４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

 

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

 

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

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

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

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

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

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

図書館ガイダンスもしくは情報検索講習が行われる授業回がある。 

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

（授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。） 

 

注意事項（Notice） 
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■AA021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ２ａ 

(Introductory Seminars A2a) 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科において基礎となる専門知識と学問研究方法を獲得する。 

基礎文献を通じて、専門知識および読解、分析、論理的思考の能力などを養う。 

それとともに、文献収集方法、プレゼンテーション作法、レポート作成に関する技能も身につける。  

 

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

Studies. 

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

thinking ability. 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

授業回ごとの課題を行ったうえで授業に参加する。 

諸テーマについて文献の要約また論述および発表を行う。 

ディスカッションで相互検討を行う。 

 

All participants do assignments for each class.  

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

Aｌｌ student must engage in discussion and exchange opinions. 

. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 専門知識と学問研究方法の習得１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. 同２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. 同３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. 同４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

 

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

 

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

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

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

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

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

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

 

参考文献（Readings） 

1. ニューマン、1983、『大学で何を学ぶか』、大修館書店 (ISBN:9784469290615) 

2. ペリカン、1996、『大学とは何か』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588005398) 

3. ウェーバー、2018、『仕事としての学問 仕事としての政治』、講談社 (ISBN:978-4065122198) 

4. ヤスパース、1991、『大学の理念』、理想社 (ISBN:978-4650001396) 

5. ミル、2011、『大学教育について』、岩波書店 (ISBN:978-4003910115) 

6. ハスキンズ、2009、『大学の起源』、八坂書房 (ISBN:978-4896949476) 

7. イェーガー、2018、『パイデイア』、知泉書館 (ISBN:978-4862852762) 

大学史としては、主要なものとしてラシュドール『大学の起源』（全三巻）東洋館出版社（1968－）がある。そのほか授業時に適宜

紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

図書館ガイダンスもしくは情報検索講習が行われる授業回がある。 

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

（授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。） 

 

注意事項（Notice） 
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■AA022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ２ｂ 

(Introductory Seminars A2b) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科において基礎となる専門知識と学問研究方法を獲得する。 

基礎文献を通じて、専門知識および読解、分析、論理的思考の能力などを養う。 

それとともに、文献収集方法、プレゼンテーション作法、レポート作成に関する技能も身につける。  

 

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

Studies. 

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

thinking ability. 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

授業回ごとの課題を行ったうえで授業に参加する。 

諸テーマについて文献の要約また論述および発表を行う。 

ディスカッションで相互検討を行う。 

 

All participants do assignments for each class.  

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

Aｌｌ student must engage in discussion and exchange opinions. 

. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 専門知識と学問研究方法の習得１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. 同２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. 同３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. 同４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

 

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

 

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

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

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

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

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

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

 

参考文献（Readings） 

1. ニューマン、1983、『大学で何を学ぶか』、大修館書店 (ISBN:9784469290615) 

2. ペリカン、1996、『大学とは何か』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588005398) 

3. ウェーバー、2018、『仕事としての学問 仕事としての政治』、講談社 (ISBN:978-4065122198) 

4. ヤスパース、1991、『大学の理念』、理想社 (ISBN:978-4650001396) 

5. ミル、2011、『大学教育について』、岩波書店 (ISBN:978-4003910115) 

6. ハスキンズ、2009、『大学の起源』、八坂書房 (ISBN:978-4896949476) 

7. イェーガー、2018、『パイデイア』、知泉書館 (ISBN:978-4862852762) 

大学史としては、主要なものとしてラシュドール『大学の起源』（全三巻）東洋館出版社（1968－）がある。そのほか授業時に適宜

紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

図書館ガイダンスもしくは情報検索講習が行われる授業回がある。 

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

（授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。） 

 

注意事項（Notice） 
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■AA041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ１ａ 

(Seminar in Basic Christian Studies A1a) 

担当者名 

（Instructor） 

阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アプローチ方法を学ぶ。 

 

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

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

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

to set a more specific research topic, and prepare for the Seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キリスト教学の問題領域１ 

 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

 

まとめ課題の提示 

5. キリスト教学の問題領域２ 

 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

 

まとめ課題の提示 

8. キリスト教学の問題領域３ 

 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

 

まとめ課題の提示 

11. キリスト教学の問題領域４ 
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イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

各担当者の示す予習課題及びまとめ課題。 

 

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

 

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

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

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

テキストの購入は各自の判断による。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なお授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ２ａ 

(Seminar in Basic Christian Studies A2a) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

杉江 拓磨(SUGIE TAKUMA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アプローチ方法を学ぶ。 

 

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

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

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

to set a more specific research topic, and prepare for the Seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キリスト教学の問題領域１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. キリスト教学の問題領域２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. キリスト教学の問題領域３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. キリスト教学の問題領域４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

 

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

 

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

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

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

テキストの購入は各自の判断による。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なお授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１ 

(Seminars A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術に関する研究の実践 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋キリスト教美術の歴史について，参考文献を利用しつつ，その発展を学ぶ。 

1)担当教員が授業全体の解説と問題設定を行う。 

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

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

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

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

には一部変更の可能性がある。 

 

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

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

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

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

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

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

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

schedule may be partially changed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス，全体スケジュール確認 

2. 導入授業１ 

3. 導入授業２ 

4. 発表１，ディスカッション 

5. 発表２，ディスカッション 

6. 発表３，ディスカッション 

7. 発表４，ディスカッション 

8. 発表５，ディスカッション 

9. 発表６，ディスカッション 

10. 発表７，ディスカッション 

11. 発表８，ディスカッション 

12. 発表９，ディスカッション 

13. 発表 10，ディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

わかりやすい発表を心がける。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ２ 

(Seminars A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルティン・ルターの政治神学--「正義」iustitiaについての一考察-- 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は、16 世紀の宗教改革者マルティン・ルターの思想と生涯を、その政治神学と正義論に焦点をおき理解することを目的と

する。受講者は、当時のテクストを翻訳に依拠しつつもその政治・宗教的な背景のなかで分析し、またそこに記されている事柄を

論理的な文章でまとめる能力を発展させる。また本講義を通して受講者は、現代の我々が生きる時代への影響を理解し、それを

相対化する手段を学ぶ。 

 

The purpose of the seminar is to understand the thought and life of Martin Luther who is claimed to have started the sixteenth-

century European Reformation, especially in relation to his contemporary political and religious power. The participants shall 

develop a skill of reading several of early modern texts in their historical context, be it religious or political. The participants are 

also expected to develop a skill to summarise those texts in logical proses. Finally, the participants are given an opportunity to 

investigate the influence of Luther's political thought on our contemporary world and, by doing so, are encouraged to critically 

examine such world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習の参加者は、毎週課題となるマルティン・ルターの著作と彼についての研究論文を分析し、文章にまとめ、それをもとに議

論を行うことで、上記の目標を成し遂げる。演習では、ルターの時代背景となる中世後期の社会、とりわけ、そのうちに働く権力関

係と正義についての基礎的な理解、それに加えて著作群「スコラ神学反駁」「贖宥の効力を明らかにするための討論」『キリスト教

界の改善に関してドイツのキリスト教貴族に与える書』「教皇レオ十世に奉る書」『この世の権威について』『農民に対するきびしい

小著についての書簡』『結婚問題について』を分析する。 

 

The participants shall read, analyse, and summarise the assigned text prior to the beginning fo each seminar. The assigned texts 

range from the historical background of the late-medieval society to several works of Luther regarding the issue of politico-

religious power as well as justice.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：錯綜するルターの理解--現代の正義をめぐる論争のなかで 

2. 中世贖罪システムの問題：「スコラ神学反駁」（1517 年） 

3. 「贖宥の効力を明らかにするための討論」（1517 年） 

4. 『キリスト教界の改善に関してドイツのキリスト教貴族に与える書』（1520 年） 

5. 『キリスト教界の改善に関してドイツのキリスト教貴族に与える書』（1520 年） 

6. 『キリスト教界の改善に関してドイツのキリスト教貴族に与える書』（1520 年） 

7. 『教皇レオ十世に奉る書』（1520年） 

8. 『この世の権威について』（1523年） 

9. 『この世の権威について』（1523年） 

10. 『農民に対するきびしい小著についての書簡』（1525 年） 

11. 『結婚問題について』（1530 年） 

12. 『結婚問題について』（1530 年） 

13. 『結婚問題について』（1530 年） 

14. 総括 

 

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

毎回の課題を丹念に読み、A4一枚程度のテクストのまとめを準備すること。演習には作成したまとめを二枚印刷し、一枚を演習

冒頭で担当教員に提出する。演習時には、四人程度のグループに分かれ、作成したまとめを中心に議論し、書記が議論をまと

め、演習後半で発表する。また、最終レポートについての指示は、授業中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題のまとめ(40%)/議論への参加状況(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. ルター、1964、『ルター著作集』第一集、聖文社 

課題箇所については第一回授業時に指定する 

 

参考文献（Readings） 

1. 徳善義和、2012、『マルティン・ルター：ことばに生きた改革者』、岩波書店 

2. K・アッポルド、2012、『宗教改革小史』、教文館 

3. カールハインツ・ブラシュケ、1981、『ルター時代のザクセン：宗教改革の社会・経済・文化史』、ヨルダン社 

4. 踊共二編、2017、『記憶と忘却の宗教改革』、ミネルヴァ 

他の文献については適時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修までに宗教改革についての基礎的な知識を得ておくことが望ましい。そのため、参考文献の徳善義和著『マルティン・ルター：

ことばに生きた改革者』と K・アッポルド著『宗教改革小史』を休暇中に読んでおくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ３ 

(Seminars A3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

法，手法を体験する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

ジャッジは，ディベート担当グループ以外の学生が担当する。 

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

あるが，受講学生と自由に検討したい。 

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

席，参加が必須であることは言うまでもない。 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

together. 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 計画（Course Schedule） 

オリエンテーション＋ディベートとは？ 

2. 論題・グループ決定＆グループ・ミーティング 

3. グループ準備① 

4. グループ準備② 

5. グループ準備③ 

6. グループ準備④ 

7. グループ準備⑤ 

8. グループ準備⑥ 

9. ディベート①「論題１」（肯定Ａ×否定Ｂ） 

10. ディベート②「論題２」（肯定Ｃ×否定Ｄ） 

11. グループ準備⑦ 

12. グループ準備⑧ 

13. ディベート③「論題１」（肯定Ｂ×否定Ａ） 

14. ディベート④「論題２」（肯定Ｄ×否定Ｃ） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ参加人数その他の条件によっては、ディベート本戦を 2 回ではなく 1 回にすることもある。基本的に、本授業以外に各グルー

プ毎にサブゼミを行うことになる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ４ 

(Seminars A4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書解釈への入門 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

う。 

 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１ 

2. 本文批評 

3. 資料・様式・編集（その１） 

4. 資料・様式・編集（その２） 

5. 社会史的研究 

6. 社会科学批評 

7. 修辞学批評（その 1） 

8. 修辞学批評（その２） 

9. 物語批評・スピーチアクト分析（その 1） 

10. 物語批評・スピーチアクト分析（その 2） 

11. 文化研究批評（その 1） 

12. 文化研究批評（その 2） 

13. 正典批評 

14. 総合討議 

 

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

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

行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(40%)/出席および討論への参加度(60%) 

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

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

キリスト教団出版局 (ISBN:9784818409385) 

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

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

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

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

その他、文献は非常に多いので、講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ５ 

(Seminars A5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・キリスト教史 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

理解を深める。 

 

We will examine the history of Christianity in Asia, especially in Japan, identify political, social, and cultural issues in that history 

and deepen our understanding of them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

ること。 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、グループ分け、担当確認 

2. 各グループの担当文献の紹介 

3. Aグループ： 幕末までのカトリック宣教史 

4. B グループ： 明治・大正期のキリスト教 

5. C グループ： 戦時下のキリスト教 

6. D グループ： 戦後のキリスト教 

7. 個人研究発表 

8. 個人研究発表 

9. 個人研究発表 

10. 個人研究発表 

11. 個人研究発表 

12. 個人研究発表 

13. 個人研究発表 

14. 総括 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ６ 

(Seminars A6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

一目のもとに把握することは、極めて困難な作業である。とはいえ、そこへとむけて思索を出発しなければ、根本的な理解へと到

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを読解して他者の思想を正確に理解しようとする態度が求められる。 

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

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

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

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

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

することになる。 

こうしたことを事前に承知したうえで受講することが求められる。 

 

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

合うことが求められる。 

 

受講者の状況によって講読テキスト箇所や進度が調整される。 

 

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

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

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

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

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

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

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

the university’s learning assistance web system. 

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

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

to promote mutual learning. 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. キリスト教思想史に関する文献１ 

3. 同講読 

4. 同検討 
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5. 同討議 

6. 同相互報告 

7. 締めくくりの討議 

8. キリスト教思想史に関する文献２ 

9. 同講読 

10. 同検討 

11. 同討議 

12. 同相互報告 

13. 締めくくりの議論 

14. まとめ 

 

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

予習課題、指示される課題。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. ゲルトルート・フォン ル・フォール、2009、『ル・フォール著作集 1』、教友社 (ISBN:978-4902211528) 

2. ゲルトルート・フォン ル・フォール、2019、『ル・フォール著作集 2』、教友社 (ISBN:978-4907991555) 

3. ゲルトルート・フォン ル・フォール、2012、『ル・フォール著作集 3』、教友社 (ISBN:978-4902211801) 

4. ゲルトルート・フォン ル・フォール、2009、『ル・フォール著作集 4』、教友社 (ISBN:978-4902211429) 

5. 村上寛、2018、『鏡・意志・魂―ポレートと呼ばれるマルグリットとその思想―』、晃洋書房 (ISBN:978-4771031111) 

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

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

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

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

 

 

参考文献（Readings） 

1. Bieler. 2019. Einheitsbegriff als Kohaerenzprinzip bei Maximus Confessor. Brill (ISBN:9789004399747) 

2. Guiu. 2019. A Companion to John Scottus Eriugena. Brill (ISBN:9789004382671) 

3. Sluhovsky. 2018. Into the Dark Night and Back: The Mystical Writings of Jean-Joseph Surin. Brill (ISBN:9789004387645) 

4. Garrick V. Allen, Kai Akagi, Paul Sloan, Madhavi Nevader. 2019. Son of God: Divine Sonship in Jewish and Christian Antiquity. 

Eisenbrauns (ISBN:9781575069920) 

5. Thomas Arentzen, Mary B. Cunningham. 2019. The Reception of the Virgin in Byzantium: Marian Narratives in Texts and 
Images. Cambridge UP (ISBN:9781108476287) 

6. G. Thomas. 2019. The Image of God in the Theology of Gregory of Nazianzus. Cambridge UP (ISBN:9781108482196) 

7. Lydia Schumacher. 2019. Early Franciscan Theology Between Authority and Innovation. Cambridge UP (ISBN:9781108498654) 

上記参考資料のほか授業で示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ７ 

(Seminars A7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
モーセ五書の成立史を問う 

担当者名 

（Instructor） 
杉江 拓磨(SUGIE TAKUMA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モーセ五書を例に、旧約聖書を構成する各書が歴史の中でどのように成立したか分析する方法を学ぶ。 

 

Taking the Pentateuch/Torah as an example, the student will learn the historical-critical approaches to the Old 

Testament/Hebrew Bible. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、各回の担当者が教科書の内容を要約する報告を行った後、全員でその内容（特に聖書本文の解釈のしかた）について

討論して進める。教科書の担当箇所は初回に決める。 

 

In the first class, the instructor will assign sections of the textbook to each student. From the second class on, the student 

responsible for each section will give a report summarizing the content of that section, and then all the participants discuss the 

issue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・教科書の担当箇所の決定 

2. モーセ著者説 

3. 文書資料仮説の勃興 

4. 文書資料仮説の定式化 

5. 文書資料以前：口頭伝承と周辺世界の文書 

6. 口頭伝承から文書資料へ 

7. 伝承史研究の展開 

8. 編集史研究 

9. 文書資料仮説への批判 

10. バビロン捕囚の影響 

11. 文書資料仮説の見直し１：祭司文書 

12. 文書資料仮説の見直し２：ヤハウィストとエロヒスト 

13. 「律法」の成立 

14. まとめ 

 

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

授業で読む教科書の箇所とそこで問題とされる聖書箇所に目を通しておく。自分の担当箇所については、内容をまとめて発表の

準備を行う。授業中に分からなかった問題は、後で教科書を読み直したり授業での討論を振り返ったりすることで、解決するよう

にする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/討論への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019、『聖書 聖書協会共同訳』、日本聖書協会 (ISBN:9784820213451) 

2. T. B. Dozeman. 2017.  The Pentateuch: Introducing the Torah . Fortress (ISBN:9780800699482) 

聖書以外の教科書は事前に購入する必要はない。聖書は他の訳でも可。 

 

参考文献（Readings） 

1. 魯恩碩、2019、『旧約文書の成立背景を問う 共存を求めるユダヤ共同体』増補改訂版、日本キリスト教団出版局 

(ISBN:9784818410213) 

ほかに授業中に適宜、紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は履修者の人数や進度に応じて変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ８ 

(Seminars A8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理を考える 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

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

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

and its meaning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

え、また自らの生き方を考究する。 

 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業目的や方法の説明 

参加者が自身の問題意識を発表し、共有をはかる。 

2. グループ分け 演習でとりあげるテーマを選定する。 

参加者が自身が取り組みたいテーマを選び、グループを組む。 

3. グループ発表準備１  

グループごとに、発表テーマ・用いる資料・発表形式等の検討を行う。 

4. グループ発表準備２ 

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

5. グループ発表１ 

6. グループ発表２ 

7. グループ発表３ 

8. グループ発表４ 

9. 中間まとめ 

10. グループ発表５ 

11. グループ発表６ 

12. グループ発表７ 

13. これまでの考察のふりかえり 

14. 全体総括 まとめ 

 

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

参加者は、演習で取り組みたい問題について、事前に学びを進めておくこと。 

また、自身の問いを整理し、明確にしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ９ 

(Seminars A9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ローマ・カトリック教会の典礼と音楽 

担当者名 

（Instructor） 
米沢 陽子(YONEZAWA YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

大学院科目 NH212「キリスト教音楽研究１」と併置 

チャペル会館２Ｆ マグノリアルーム 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

びを自分が関わる教会の典礼・礼拝に活かすことができるようにする。 

 

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

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

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

involved. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に講義形式で進めていくが、いくつかのテーマについては受講生に口頭発表を課す予定である。西洋音楽の源であるグレ

ゴリオ聖歌にも重点を置き、グレゴリオ聖歌がその後の音楽史にどのような影響を与えたのかを考察していく。各回で扱う音楽作

品については可能な限りオリジナル楽譜を紹介し、実際に声に出して歌うことも試みたい。 

 

The course will mostly consist of lectures, but I plan to have students give verbal presentations on several topics. We will also 

place emphasis on Gregorian chants, which are the origin of Western music. We will inquire into how Gregorian chants later 

influenced music history. We will introduce original scores for the musical pieces taken up each time as much as possible. I 

would also like to let us try singing the music out loud.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初代教会の典礼 

2. ミサと聖務日課 

3. ミサ（１）固有文と通常文 

4. ミサ（２）キリエ、グロリア 

5. ミサ（３）クレド 

6. ミサ（４）サンクトゥス、アニュス・デイ 

7. 聖務日課（１）修道院の生活 

8. 聖務日課（２）聖務日課の構成要素 

9. 聖務日課（３）朝課と賛課 

10. 聖務日課（４）晩課と終課 

11. 聖務日課（５）聖母マリアのアンティフォナ 

12. 対抗宗教改革と典礼刷新 

13. ローマ・サンピエトロ大聖堂とシスティナ―礼拝堂の典礼音楽 

14. ヴェネツィア・サンマルコ大聖堂の典礼音楽 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は必要に応じて別途指示するが、中世、ルネサンス期の音楽について視聴覚資料等で予備知

識を得ておくことが望ましい。また予め配布する楽譜を譜読みしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

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

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

5) 

その他、授業中に適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の中では必要に応じて、パワーポイント、映像資料、現物資料なども適宜活用する。また個々の授業内容については受講生

の人数や関心により多少の変更を加えることもある。 

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

 

注意事項（Notice） 
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■AA110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１０ 

(Seminars A10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ドイツ・ルター派のコラールと J. S. バッハの編曲技法－カンタータ、オルガン編曲から

の考察 

担当者名 

（Instructor） 
米沢 陽子(YONEZAWA YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

大学院科目 NH213「キリスト教音楽研究２」と併置 

チャペル会館２Ｆ マグノリアルーム 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

したかを、楽曲分析を通して説明することができる。 

 

The purposes of this course are to understand the lyrics of Lutheran chorales and, by analyzing these songs, to explain how 

Bach expressed these lyrics using sound with his cantata and organ pieces. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

また必要に応じて演奏実践も取り入れる。 

 

From its lyrics, an organist seeks hints on how to interpret the cantata and the chorale when playing Bach’s organ chorales. As 

is well known, Bach’s cantatas and Passion music were composed based on Lutheran chorales. This course takes up cantatas 

and organ compositions based on the same chorale,  examining by musical analysis what method Bach used the same 

“material” to create music. The course consists mostly of lectures, but students make verbal presentations on several topics. 

When necessary, musical performances are implemented.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ルター派のコラールと J.S.バッハ 

2. Ein feste Burg ist unser Gott（１）コラール原曲 

3. Ein feste Burg ist unser Gott（２）カンタータ BWV 80 （宗教改革記念日） 

4. Ein feste Burg ist unser Gott（３）オルガン編曲 BWV 720 

5. Schmücke dich, o liebe Seele（１）コラール原曲 

6. Wie schön leuchtet der Morgenstern（２）カンタータ BWV180（三位一体後第 20 主日） 

7. Schmücke dich, o liebe Seele（３）オルガン編曲 BWV 654 

8. Nun komm, der Heiden Heiland（１）コラール原曲 

9. Nun komm, der Heiden Heiland（２）カンタータ BWV 62（待降節第１主日） 

10. Nun komm, der Heiden Heiland（３）オルガン編曲 BWV599, 659, 660, 661 

11. Wachet auf, ruft uns die Stimme (１）コラール原曲 

12. Wachet auf, ruft uns die Stimme（２）カンタータ BWV140（三位一体後第 27 主日） 

13. Wachet auf, ruft uns die Stimme（３）オルガン編曲 BWV645 

14. 『シュープラーコラール集』に見るバッハの編曲技法 

 

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

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

予め配布したコラールの楽譜を譜読みしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 
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参考文献（Readings） 

1. マルティン・ゲック、2001 年、『ヨハン・ゼバスティアン・バッハ』、東京書籍 (ISBN:4-487-79719-5) 

その他、授業中に適宜紹介する。また『バッハ全集』（小学館）の CD および解説書は重要な資料となるので、受講生は各自の関

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

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

より多少の変更を加えることもある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 33 - 

■AA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ａ１ 

(Field Work A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ヘイト、災害などで「居場所」を喪った／奪われた人びとの生から学ぶ 

Learning from the life of “displaced” peoples who has lost their place because of hate 

crime, disasters and so on. 

担当者名 

（Instructor） 
金 迅野(KIM SHINYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

・2020 年度の履修登録に限っては、受付を次の通りとする。希望者はシラバスを熟読の

上、事前に学部事務一課で申込用紙を受け取り、必要事項を記入しておくこと。第 1 回

授業時に同用紙を持参し担当教員の許可を得て署名をもらい、授業後、同日中に学部

事務一課に提出すること。 

・隔週開講 

・大学院科目 NH333「フィールドワーク演習２」と併置 

 

授業の目標（Course Objectives） 

川崎、福島などの地を訪問し、ヘイトクライムや大災害などを通じて「居場所」を奪われた人びとの声を聴き、「生きる」ことの前提

がどのように疎外されうるのかを学び、自分の歩むべき道について考察する。 

 

Visiting Kawasaki and Fukushima, we will listen to the “voices” of people who displaced by hate crimes and natural disasters, 

and learn how easily people will be isolated and alienated form their own lives. This will give students an opportunity to seek for 

their own life course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

川崎や福島を訪問するに先立ち、地域の成り立ちの歴史に目を注ぎ、わたしたちの「いま」は何によって成り立ってきたのかを理

解する。また、「声」を聴くことの意味、「声」を聴くということのエピステモロジーについても事前に学ぶ。現地（春学期：日帰り、秋

学期：一泊二日）を訪問し、さまざまな「声」に耳を傾け、事柄を外在的に学ぶのではなく、見聞きしたことの報告を通して、この時

代を「いかに生きるのか」という問いを抱きしめることにつとめる。 

 

Before visiting Kawasaki and Fukushima, we will focus on the history of these communities and inquire what made our present 

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

(Kawasaki: a day-trip, Fukushima: an overnight stay) and actually listening to the voices of the fields, you will not simply learn 

facts, but try to connect yourself to the reality of people’s life asking “How will live in this reality?” 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション『見知らぬわがまち』を読む 

2. 「喪失の経験」／「いまは目に見えないもの」 

3. 学生による発題（自分の「ふるさと」を表現する試み） 

4. 風景の地層を掘る 

5. 運動と「声」あるいは「非−声」 

6. 「共生」という言葉と現実。「ヘイト」と「痛み」 

7. フィールドワーク／まとめ 

8. オリエンテーション「問い」をかみしめる 

9. 福島／フクシマについて考える① 

10. 福島／フクシマについて考える② 

11. 福島／フクシマについて考える③ 

12. 学生による発題 

13. 「いのち」とスピリチュアリティについて考える 

14. フィールドワーク（一泊二日）／ふりかえり 

 

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

授業時に指示する。Will instruct in the class. 配布資料の読み込みは適宜、各自授業外でおこなうこと。Reading handouts are 

required as homework. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加態度(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

学生の関心と必要に応じてその都度紹介する。Will introduce as needed. 

 

参考文献（Readings） 

1. 中川雅子、1997、『見知らぬわが町』、葦書房 (ISBN:4751206443) 

2. 鈴木宏子ほか、2019、『わたしもじだいのいちぶです』、日本評論社 (ISBN:9784535587281) 

3. 川上直哉、2015、『被ばく地フクシマに立って』、YOBEL (ISBN:9784907486211) 

4. 西谷修 山形孝夫、2014、『3.11 以後この絶望の国で』、ぷねうま舎 (ISBN:9784906791255) 

5. カロリン・エムケ、2018、『憎しみに抗って』、みすず書房 (ISBN:9784622086703) 

必要に応じてその都度紹介する。Will introduce as needed. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回オリエンテーションには必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA202／フィールドワーク Ａ２ 

(Field Work A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テオリアからプラクシスへ―Paupertas et Pax― 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

隔週開講 

※2021 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

会いの場・アゴラ・現場に自身の身を置くことによって探求・習得する。とりわけ托鉢修道会の清貧と貧しさという観点から、今日

的世界の諸困難と不公正についての理解を深めることを目指す。 

 

Students explore and learn how to circulate their individual journeys of contemplation to dialogic praxes that bring about 

interaction and communication with others, by placing themselves in settings for meeting others, agorae, or places for practice. 

This course aims for students to deepen their understanding of difficulties et inequalities hodierni mundi, particularly from the 

mendicant perspectives of Paupertas and Pax. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

場・アゴラにもちこむ。そこから、自己理解、他者理解の探究を進める。 

 

This course requires students to reflect on themselves and work on thoroughly deepening their awareness of problems as well 

as interests. At the same time, based on their understanding of problems arising therefrom, they prepare a certain theme and 

present it in a setting for meeting others or an agora for interaction and communication with them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 事前学習（各自の問題意識について） 

3. 事前学習（托鉢修道会の精神性とその今日的意義） 

4. 事前学習（フィールドワークへの準備・報告） 

5. フィールドワーク（実践） 

6. フィールドワーク（実践） 

7. 中間報告 

8. フィールドワーク（実践） 

9. フィールドワーク（実践） 

10. 中間報告 

11. 事後学習（テーマの深化） 

12. 事後学習（テオリアからプラクシスへ） 

13. 事後学習（コムニカチオン） 

14. まとめ 

 

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

指定された事前事後学習の準備。 

現場への参加とそれに対する十分な準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前事後学習(40%)/現場での実践(30%)/最終報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊能哲大、2019、『現代に挑戦するフランシスコ』、オリエンス (ISBN:978-4-87232-108-1) 

2. エッサー、2009、『フランシスカン叢書２』 聖フランシスコの会則と遺言～聖フランシスコに従う現代人のための講話～、教友

社 (ISBN:978-4-902211-45-0) 

3. ウリベ、2009、『聖フランシスコの会則―文字と精神 (フランシスカン叢書) 』、教友社 (ISBN:978-4902211542) 
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4. マトゥーラ、2009、『フランシスコ、霊性の教師 (フランシスカン叢書) 』、教友社 (ISBN:978-4902211535) 

5. イリアルテ、2010、『聖フランシスコと聖クララの理想』、聖母の騎士 (ISBN:978-4882163152) 

購入は各自の判断による。ただし履修登録を決める際にはかならず図書館などで事前に目を通しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮本久雄、2018、『隠れキリシタン ─生月・五島から受難に息吹く祈りの円い─』、教友社 (ISBN:978-4-907991-45-6) 

2. Panikkar. 2019. Trinitarian and Cosmotheandric Vision. Orbis (ISBN:9781626983502) 

3. Ch. Stroelebe. 2020. Saekular und religioes: Herausforderungen fuer islamische und christliche Theologie. Pustet (ISBN:978-

3791731476) 

4. Ch. Stroelebe. 2019. Welche Macht hat Religion?: Anfragen an Christentum und Islam . Pustet (ISBN:978-3791730592) 

5. Panikkar. 2019. Hinduism and Christianity. Orbis (ISBN:9781626983274) 

6. Panikkar. 2015. Christianity ;Part One The Christian Tradition. Orbis (ISBN:978-1-62698-159-1) 

7. Panikkar. 2015. Christianity; Part Two A Christophany. Orbis (ISBN:978-1-62698-168-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最初の打ち合わせについては Blackboardで連絡する。 

事前事後学修、中間報告のスケジュールはそこで相談する。 

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

と。） 

 

注意事項（Notice） 
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■AA211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA211／キリスト教学原典講読 １ 

(Advanced Reading on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文神学書の講読入門 

担当者名 

（Instructor） 
市原 信太郎(ICHIHARA SHINTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2021 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ついて基礎的知識を得る。 

 

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

Christian liturgics through careful reading of fundamental theological texts written in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教礼拝に関する，英文の初歩的な神学書の講読。 

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

容を報告していく。 

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

 

Reading basic theological texts written in English relating to Christian liturgics. 

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

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

In each lesson, all students are required to submit assignments of a report about your views on them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自己紹介、授業内容の説明、英語力の簡単な確認 

2. 基礎事項：英文の読み方、レジュメの書き方、キリスト教礼拝の基礎知識 

3. 文献講読 (1) 

4. 文献講読 (2) 

5. 文献講読 (3) 

6. 文献講読 (4) 

7. 文献講読 (5) 

8. 文献講読 (6) 

9. 文献講読 (7) 

10. 文献講読 (8) 

11. 文献講読 (9) 

12. 文献講読 (10) 

13. 文献講読 (11) 

14. 文献講読 (12) 

 

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

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

チャペルその他におけるキリスト教礼拝への参加経験が強く望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラスでの発表ならびにレジュメ提出(60%)/出席と予習課題(40%) 

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業時(2 回目を予定)に必要箇所を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

Blackboard 上にて適宜紹介する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA212／キリスト教学原典講読 ２ 

(Advanced Reading on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「苦しみ」と「神義論」をめぐるキリスト教倫理的考察 

担当者名 

（Instructor） 
田島 靖則(TAJIMA YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2021 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Harold Kushner の代表的著作、"When bad things happen to good people"を講読しながら、キリスト教倫理学の古典的課題であ

る「苦しみ」と「神義論」の問題を考える。   

 

Reading through Harold Kushner's typical thesis "When bad things happen to good people", we will consider one of the classic 

issues of Christian ethics, “suffering” and "theodicy". 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

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

will engage in a discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Nicholas Wolterstorff の文章をもとに、「苦しみ」について考える 

2. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"Why do the 

righteous suffer?"その１ 

3. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"Why do the 

righteous suffer?"その２ 

4. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"The story of 

a man named Job"その１ 

5. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"The story of 

a man named Job"その２ 

6. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"Sometimes 

there is no reason"その１ 

7. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"Sometimes 

there is no reason"その２ 

8. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"No 

exceptions for nice people"その１ 

9. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"No 

exceptions for nice people"その２  

10. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"God leaves 

us room to be human"その１ 

11. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"God leaves 

us room to be human"その２ 

12. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"God helps 

those who stop hurting themselves" 

13. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"God can't do 

everything, but he can do some important things" 

14. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"What good, 

then, is religion?" 

 

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

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

ピー配布はしない）。テキストは紙媒体でも入手可能だが、Kindle 版（880 円）をお勧めする。Kindle 版には、英和辞典連携機能が

あり予習の助けとなる。発表担当者は、それぞれ出席人数分のレジュメを作成しておき、当日配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容・レジュメ(50%)/討議への参加(20%) 

単位取得のためには、全 14 回中 10 回以上の出席が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Harold S. Kushner. 2004. When bad things happen to good people. www.anchorbooks.com (ISBN:1-4000-3472-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. H. S. クシュナー、2008、『なぜ私だけが苦しむのか』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-603164-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA213／キリスト教学原典講読 ３ 

(Advanced Reading on Christian Studies 3) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2021 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本キリスト教史の代表的文章を文語体で読解する力を高める。 

 

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

modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

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

Modern Japan"and or the  "Collection of Christian Newspapers in Modern Japan", translate them into colloquial style, and 

discuss the background to and significance of the literature. All students will participate in the reading-aloud session held in 

each class, while translation into colloquial style will be done by groups. We will further deepen our understanding of the texts 

through class-wide discussions held after group presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，役割分担の決定 

2. 文献の背景紹介 

3. 講読・研究発表 

4. 講読・研究発表 

5. 講読・研究発表 

6. 講読・研究発表 

7. 講読・研究発表 

8. 講読・研究発表 

9. 講読・研究発表 

10. 講読・研究発表 

11. 講読・研究発表 

12. 講読・研究発表 

13. 講読・研究発表 

14. 総括 

 

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

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

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

項の説明を含めた配布資料（出席人数分）を準備し、当日配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への参加(60%)/講読・研究発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

参する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA214／キリスト教学原典講読 ４ 

(Advanced Reading on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イタリア語文献の購読 

担当者名 

（Instructor） 
深田 麻里亜(FUKADA MARIA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2021 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

the literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス、全体スケジュールの確認 

2. イタリア語基礎文法の確認１と講読 

3. イタリア語基礎文法の確認２と講読 

4. イタリア語基礎文法の確認３と講読 

5. イタリア語基礎文法の確認４と講読 

6. イタリア語基礎文法の確認５と講読 

7. 課題テキスト講読１ 

8. 課題テキスト講読２ 

9. 課題テキスト講読３ 

10. 課題テキスト講読４ 

11. 課題テキスト講読５ 

12. 課題テキスト講読６ 

13. 課題テキスト講読７ 

14. まとめ 

 

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

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

他の美術作品についても理解を深めておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2018、『Corso d'Italiano 基礎イタリア語講座』、朝日出版社 (ISBN:9784255553115) 

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

購読テキストのコピーを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

イタリア初級文法を修得した学生による履修が望ましい｡ 
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注意事項（Notice） 
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■AA215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

Aその他／キリスト教学原典講読 ５ 

(Advanced Reading on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国キリスト教会音楽 

担当者名 

（Instructor） 
ショウ，Ｓ．(SHAW,SCOTT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

・2020 年度の履修登録に限っては、受付を次の通りとする。希望者はシラバスを熟読の

上、事前に学部事務一課で申込用紙を受け取り、必要事項を記入しておくこと。第 1 回

授業時に同用紙を持参し担当教員の許可を得て署名をもらい、授業後、同日中に学部

事務一課に提出すること。 

・大学院科目 NH348「教会音楽史演習１」と併置 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国キリスト教会音楽を理解すること 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 1:ミサの構造 

2. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 2:サルムプレーンソング 

3. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 3:15～16 世紀の多声ミサ曲 

4. 宗教改革時代の礼拝音楽、 その 1 

5. 宗教改革時代の礼拝音楽、 その 2  

6. 学生によるプレゼンテーション 

7. 王政復古と礼拝音楽の関係  

8. 18 世紀の礼拝音楽 

9. 19 世紀の礼拝音楽:主教座聖堂とチャペル 

10. 19 世紀の礼拝音楽:教区教会 

11. 20 世紀の礼拝音楽:主教座聖堂とチャペル 

12. 20 世紀の礼拝音楽:教区教会 

13. 現在のアングリカン教会礼拝音楽の状態 

14. 学生によるプレゼンテーション 

 

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

出される読書宿題と CD、 などのリスニング 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

学部生の評価方法は大学院生よりやさしく行われる 

 

テキスト（Textbooks） 

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

Richard Crocker: An Introduction to Gregorian chant (2000) 

Andrew Gant: O Sing Unto the Lord (2015) 

Nicholas Temperley: The Music of the English Parish Church (Cambridge University Press, 1983) 
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Kenneth R. Long: The Music of the English Church (St Martin’s Press, 1972) 

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

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

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA216／ヘブライ語原典講読 

(Advanced Reading in Hebrew) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『旧約聖書』をヘブライ語で読む 

担当者名 

（Instructor） 
飯郷 友康(IGO TOMOYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『旧約聖書』をヘブライ語で読む。 

 

Reading the Old Testament in Hebrew. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ユダヤ教の口伝律法集大成『タルムード』に幾度か用いられる面白い言い回しを紹介する。 

「法語は人言の如し」。 

単純ながら、なかなか厄介な問題を孕んだ表現である。人並みの言葉で記された律法（に代表される旧約聖書）とは、だからもと

もと平明で普通に理解できることがらを伝える書物であるのか。あるいは、もともと普通には理解できない深遠なことがらを伝える

書物であるからには、人並みの言葉で記さざるを得ないのか。これは、なにも聖書にかぎらず古今東西の文学作品全般につい

て、それどころか我々自身のささやかな日常体験を語る言葉をひとつ選ぶにしても、おそらく常につきまとう大問題だろう。いずれ

にせよ人並みの言葉、つまり普通の言語表現を学ぶことが大前提であるにはちがいない。『旧約聖書』を題材に、この問題を考え

る。 

 

An impressive maxim found in Talmud (the corpus of the Jewish legal tradition) says:  

 

"The Law spoke in human language."  

 

This simple saying, however, has some problems: Has the Law (especially in the Bible), which spoke in human language, originally 

conveyed the plain and understandable meaning?  

Or has it been obliged to speak in human language, to convey originally the deep and unfathomable meaning? 

These difficult questions stalk always, not only the famous classic literary works, but also our own small diaries. 

The Old Testament will be treated as an example for the problem mentioned above. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：「ヘブライ語」「原典」定義 

2. 問題：講読範囲の特定 

3. 講読実践 

4. 講読実践 

5. 講読実践 

6. 講読実践 

7. 講読実践 

8. 講読実践 

9. 講読実践 

10. 講読実践 

11. 講読実践 

12. 講読実践 

13. 講読実践 

14. 講読実践 

 

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

原典の講読範囲は、受講者の関心に応じて決定される。 

講読実践は、質疑応答の形式で行なう。 

それゆえ、常に疑問を用意すること。また、解決案を想定すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講師への質問(60%)/講師への回答(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

テキストは、受講者の関心に応じて、授業中に指定する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、受講者の関心に応じて、授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA217／ギリシア語原典講読 

(Advanced Reading in Greek) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
デーモステネース政治弁論講読 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

を学ぶことなども目指す。 

 

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

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

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

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

criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

辞書・文法書・注釈書を用いてデーモステネースの初期の政治弁論を原典で講読する。講読に際してはギリシア語を文法的に正

確に読解することを最も重視する。同時に、古典期アテナイ社会における弁論の役割についても議論する。 

 

Using dictionaries, grammar books, and commentaries, we will read Demosthenes' early political speeches in the original. When 

reading the text, we will attach the greatest importance to grammatically correct interpretation. We will also discuss the 

function of oratory in the classical Athenian society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 原典講読 1 

3. 原典講読 2 

4. 原典講読 3 

5. 原典講読 4 

6. 原典講読 5 

7. 原典講読 6 

8. 原典講読 7 

9. 原典講読 8 

10. 原典講読 9 

11. 原典講読 10 

12. 原典講読 11 

13. 原典講読 12 

14. 原典講読 13 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

読解（授業における翻訳の発表）(60%)/授業中の発言(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. M. R. Dilts (ed.). 2002. Demosthenis Orationes: tomus I. Oxford University Press (ISBN:9780198721680) 

2. J. Herrrman (ed.). 2019. Demosthenes: Selected Political Speeches. Cambridge University Press (ISBN:9781107610842) 
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3. H. G. Liddell, R. Scott (eds.). 1889. An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford University Press (ISBN:9780199102068) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA218／ラテン語原典講読 

(Advanced Reading in Latin) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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

manum ad seram usque posteritatem transferebant. 

担当者名 

（Instructor） 
寒野 康太(KANNO KOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

foundation of Christian interactive mutual understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

texts that have Japanese translations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト講読１ 

3. 読解 

4. 検討 

5. 討議 

6. 相互報告 

7. 締めくくりの議論 

8. テキスト講読２ 

9. 読解 

10. 検討 

11. 討議 

12. 相互報告 

13. 締めくくりの議論 

14. まとめ 

 

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

予習課題、レジュメ、報告準備など。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 
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1. トレル、2019、『トマス・アクィナス 霊性の教師』、知泉書館 (ISBN:978-4862852946) 

2. トレル、2018、『トマス・アクィナス 人と著作』、知泉書館 (ISBN:978-4862852809) 

3. Thomas Aquinas. 2014. Sermones. Cerf (ISBN:9782204100663) 

4. 金子晴勇、2020、『アウグスティヌス「神の国」を読む―その構想と神学 』、教文館 (ISBN:978-4764274402) 

5. ルター、2019、『後期スコラ神学批判文書集』、知泉書館 (ISBN:978-4862852939) 

テキストについては授業で指示する。購入は各自の判断による。 

 

参考文献（Readings） 

1. Thomas Gallus. 2011. Explanatio in Libros Dionysii. Brepols (ISBN:9782503533599) 

2. Thomas Gallus. 2011. Glose Svper Angelica Ierarchia. Brepols (ISBN:9782503541396) 

3. Yves Congar. 1997. I Believe in the Holy Spirit. Independent Publishers Group (ISBN:978-0824516963) 

4. Yves Congar. 1995. Je crois en l'esprit saint. Cerf (ISBN:9782204051668) 

5. 2005. Un commentaire vercellien du Cantique des cantiques: "Deiformis anime gemitus". Brepols (ISBN:978-2-503-51390-4) 

6. 谷隆一郎、知泉書館、『受肉の哲学』、2019 (ISBN:9784862853035) 

7. 土橋茂樹、知泉書館、『教父と哲学 : ギリシア教父哲学論集』、2019 (ISBN:9784862853028) 

東方キリスト教および霊性、神論への視点も重視したい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA221／キリスト教学中級講読 １ 

(Intermediate Reading on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀・20 世紀のドイツの事典から見る宗教 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 正樹(SAITO MASAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

※2021 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代世界において「宗教」はどのような現れ方を見せ、変遷してきたのでしょうか？本授業では 19世紀、20 世紀、そして 21 世紀

にドイツで刊行された宗教、神学事典の講読を通じて、宗教観の変化を考察します。 

 

How has "religion" appeared and changed in the modern world? This seminar examines the changing religious outlook through 

reading the religious and theological encyclopedias published in Germany in the 19th, 20th, and 21st centuries.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

見を基に議論し、互いの知識や認識を再確認し、共有できれば、と思います。 

 

The lecturer will provide articles of the German encyclopedias to read it with the students. At the end of the class, obtained 

through this class, we sill discuss and share each other's knowledge and insights. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業内容と進め方の説明、一部資料の配付） 

2. 19 世紀のドイツにおける宗教について (1) 

3. 19 世紀のドイツにおける宗教について (2) 

4. 19 世紀ドイツにおけるキリスト教会について (1) 

5. 19 世紀ドイツにおけるキリスト教会について (2) 

6. 19 世紀ドイツにおけるキリスト教会について (3) 

7. 19 世紀ドイツにおける宗教と社会について (1) 

8. 19 世紀ドイツにおける宗教と社会について (2) 

9. 19 世紀ドイツにおける宗教と社会について (3) 

10. 19 世紀、20 世紀のドイツにおける教会と社会について (1) 

11. 19 世紀、20 世紀のドイツにおける教会と社会について (2) 

12. 19 世紀、20 世紀のドイツにおける教会と社会について (3) 

13. 予備日 

14. 本授業のまとめと知識の確認 

 

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

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

箇所を訳して授業に臨むことが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間中の課題の遂行とその取り組み方(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

詳しくは初回のオリエンテーションで説明いたします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 1902-1908. Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Aufl.. Bibliographisches Institut 

2. Renatus Gotthelf Löbel  u.a. (Hg.). 1809-1811. Conversations-Lexikon oder kurzgefaßtes Handwörterbuch. Im Kunst- und 

Industrie-Comptoir 

3. Kurt Galling (Hg.). 2000. Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 3. 

Aufl.. Mohr Siebeck 

4. Hans Dieter Betz (Hg.). 2007. Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und 

Religionswissenschaft, 4. Aufl.. Mohr Siebeck 

上記の文献を中心に教員が項目を選んでテキストを用意します。その他の資料も適宜教員が配布いたします。講読するテキスト



 - 54 - 

の項目や分量は、受講者のドイツ語の能力や経験、関心に応じて柔軟に決定しますので、過度に心配する必要はありません。必

要であれば、文法事項の解説も致します。 

初回のオリエンテーションが重要ですので、受講を予定する方は可能な限り出席してください。 

 

参考文献（Readings） 

本授業では上記に挙げた事典、ならびにインターネット上で提供されている著作権が切れた 19世紀、20 世紀の百科事典のドイ

ツ語のテキストの一部を読み進めていきます。 

その際に辞書も利用しますので、「必ず」独和辞典（5 万語以上を推奨）を用意してください。電子辞書でも結構です。辞書にない

単語は教員が補足致します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は、基礎文法など最低限度のドイツ語の知識を前提としますが、受講生の経験によっては授業内でも可能な限り、フォロ

ーできるようにいたします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA222／キリスト教学中級講読 ２ 

(Intermediate Reading on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教哲学／Philosophy of Religion 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 孝也(SUTO TAKAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

※2021 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教哲学について学ぶ。 

 

We learn philosophy of religion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教哲学に関する論文をいくつか読み、その内容について議論する。 

 

We read some articles on philosophy of religion and discuss their contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文１ 

3. 論文２ 

4. 論文３ 

5. 論文４ 

6. 論文５ 

7. 論文６ 

8. 論文７ 

9. 論文８ 

10. 論文９ 

11. 論文１０ 

12. 論文１１ 

13. 論文１２ 

14. 総括 

 

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

次回に読む論文を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

訳文の出来(50%)/掲示板での活躍ぶり(50%) 

【変更前】平常点 100%（予習の出来映え(50%) 、授業中の積極的な学び(50%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William J. Wainwright. 2007. The Oxford handbook of philosophy of religion. Oxford University Press (ISBN:0195331354) 

2. Graham Oppy and Nick Trakakis. 2013. The History of Western Philosophy of Religion. Oxford University Press 

(ISBN:9781844656790) 

学生は本を購入する必要はありません。この中から学生が自由に選んだ論文を読みます。 

論文集の目次はここで確認できます。https://bit.ly/2Rj0SR0、https://bit.ly/384mSpA。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・担当する学生は、完訳を用意してきてください。 

・担当ではない学生も読んでくること。 

・精読の授業なので、進むペースは気にしません。学生の能力に応じてゆっくりやります。 
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注意事項（Notice） 
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■AA224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA224／ヘブライ語中級講読 

(Intermediate Reading in Hebrew) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヘブライ語の「中級」を定義する 

担当者名 

（Instructor） 
飯郷 友康(IGO TOMOYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

法の段階に進む。 

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 「初級文法」定義 

3. 「中級文法」仮定 

4. 「中級文法」例題 

5. 「中級文法」質疑応答 

6. 「中級文法」質疑応答 

7. 「中級文法」質疑応答 

8. 「中級文法」質疑応答 

9. 「中級文法」質疑応答 

10. 「中級文法」質疑応答 

11. 「中級文法」質疑応答 

12. 「中級文法」質疑応答 

13. 「中級文法」質疑応答 

14. 「中級文法」定義 

 

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

質疑応答により、授業を構成する。つねに疑問を用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、受講者の関心に応じて、授業中に指定する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、受講者の関心に応じて、授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA225／ギリシア語中級講読 

(Intermediate Reading in Greek) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典ギリシア語原典抜粋の講読 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

が望ましい）。 

 

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

review and master beginner level grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 原典講読 1・文法の復習 1 

3. 原典講読 2・文法の復習 2 

4. 原典講読 3・文法の復習 3 

5. 原典講読 4・文法の復習 4 

6. 原典講読 5・文法の復習 5 

7. 原典講読 6・文法の復習 6 

8. 原典講読 7・文法の復習 7 

9. 原典講読 8・文法の復習 8 

10. 原典講読 9・文法の復習 9 

11. 原典講読 10・文法の復習 10 

12. 原典講読 11・文法の復習 11 

13. 原典講読 12・文法の復習 12 

14. テスト 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

教材はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA226／ラテン語中級講読 

(Intermediate Reading in Latin) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

に応じて文法事項の復習や補足を行う。 

 

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

者の習熟度や希望に応じて選択する。 

 

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

 

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

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

grammatical matters. 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト購読（1） 

3. テキスト購読（2） 

4. テキスト購読（3） 

5. テキスト購読（4） 

6. テキスト購読（5） 

7. テキスト購読（6） 

8. テキスト購読（7） 

9. テキスト購読（8） 

10. テキスト購読（9） 

11. テキスト購読（10） 

12. テキスト購読（11） 

13. テキスト購読（12） 

14. テキスト購読（13） 

 

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

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

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

くことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/授業参加状況、参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布する。 
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参考文献（Readings） 

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

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA351／キリスト教学入門講義 １ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 1 

担当者名 

（Instructor） 
杉江 拓磨(SUGIE TAKUMA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多くの学生にとってなじみが薄いと思われる旧約聖書に何が書かれているか、理解し、説明できるようになる。また、旧約聖書が

キリスト教や西洋文化に影響を与えていることも学ぶ。 

 

By the end of the course, students will be able to outline the contents of the Old Testament/Hebrew Bible scriptures. Students 

will also recognize that the Old Testament has influenced Christianity and Western culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

旧約聖書は前 1 千年紀前半にパレスティナにあったイスラエル、ユダ両王国の人々（イスラエル人またはヘブライ人）とその子孫

（ユダヤ人）が書き記した、さまざまな書を集めたものである。この旧約聖書の主要な箇所の内容と、それを特徴づける神観、人

間観、世界観、歴史観を、イスラエル人・ユダヤ人の歴史や周辺諸国とのかかわりを視野に入れながら、見ていく。 

 

The Old Testament/Hebrew Bible is a collection of books written by the people of the kingdoms of Israel and Judah (Israelites 

or Hebrews) and their descendants (Jews) in the first millennium BC. The course will introduce important passages from the Old 

Testament and comment on their ideological features with a view to the history of Israelites and Jews as well as their relations 

with neighboring peoples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 天地創造 

3. エデンの園 

4. カインとアベル 

5. 洪水とノアの箱舟 

6. アブラハム 

7. ヤコブとヨセフ 

8. 出エジプト 

9. カナン定住 

10. ダビデと王国成立 

11. 預言とは何か 

12. 預言者たちのメッセージ 

13. 詩・知恵・黙示 

14. まとめ 

 

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

授業はテキストに従って進めるので、必ず各回分のテキストの箇所とそこで取り上げられる聖書の本文を事前に読んでから授業

に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(80%)/授業での発言(20%) 

レポートは授業期間中に 3 回程度出題する予定である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019、『聖書 聖書協会共同訳』、日本聖書協会 (ISBN:978-4-8202-1345-1) 

2. 月本昭男、2018、『物語としての旧約聖書（上）人間とは何か』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-910988-6) 

3. 月本昭男、2018、『物語としての旧約聖書（下）いかに生きるか』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-910989-3) 

聖書は他の翻訳でも可。テキストは第 2 回の授業から使用する（テキストの購入は初回授業後にすることを勧める）。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の時代』、日本基督教団出版局 (ISBN:978-4-8184-0193-8) 

2. 長谷川修一、2011、『ヴィジュアル BOOK 旧約聖書の世界と時代』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4-8184-0791-6) 

ほかに授業中に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA352／キリスト教学入門講義 ２ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 2 

担当者名 

（Instructor） 
山野 貴彦(YAMANO TAKAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

 

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

will focus on the New Testament. 

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

も言及する。 

 

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

Testament from a religious, historical, and archaeological approach. 

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

also look into the history of such influence. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新約聖書とは何か 

2. マルコ福音書 

3. マタイ福音書 

4. ルカ福音書 

5. ヨハネ福音書 

6. ナザレのイエスという男の生涯とその歴史的意義 

7. 使徒行伝 

8. パウロ書簡 

9. タルソスのパウロという男の生涯とその歴史的意義 

10. 第 2 パウロ書簡 

11. ヘブライ書簡と公同書簡 

12. ヨハネ黙示録 

13. 信仰共同体の形成――シナゴーグと教会(1) 

14. 信仰共同体の形成――シナゴーグと教会(2) 

 

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

授業前：指定された聖書の文書あるいは聖書箇所を読む 

授業後：レジュメの再読および授業で言及された聖書文書あるいは聖書箇所の確認 

 

※いずれにおいても現代に生きる私たちの生活文化と比較することを試みられたい 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業後 Web コメント提出(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパーにおける見解の提示 30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書（旧約聖書続編付き）』、日本聖書協会 

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

 

参考文献（Readings） 

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

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

3. 原口尚彰、2004、『新約聖書概説』、教文館 

その他にも適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA353／キリスト教学入門講義 ３ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 1 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

けさせるのがこの授業での目的である。 

 

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

rooted in Western Christianity and at the same time born out of its critical innovation. From this perspective, this lecture will 

look back on the history of modern Western thought on a large scale. Through this, the purpose of this lesson is to acquire 

basic knowledge for thinking about the way of Christianity in the contemporary world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

In this lecture, we will introduce how the important thinkers who created the modern Western European world viewed 

Christianity. I want to clarify what has been criticized in traditional Christianity and what has been inherited and how. The 

names of the thinkers who will be treated and the related keywords are shown in the Course Schedule section below, but may 

change depending on the attendance situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：近代以前／近代／近代以後 

2. 近代的キリスト教の基点：マルチン・ルターとイグナチウス・ロヨラ；権威と自由、 内面と行動 

3. 同上 

4. 科学と理性と神：デカルトとベイコン 

5. 同上 

6. 科学の真理と信仰の真理：パスカル 

7. 政教分離の理想と矛盾：ロックとルソー；人権、民主主義 

8. 同上 

9. 宗教と道徳：カント；永遠平和 

10. キリスト教批判（１）：ヘーゲルとマルクス；歴史の進歩、経済格差 

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

12. キリスト教の応答（１）：信仰への回帰 

13. キリスト教の応答（２）：宗教多元主義 

14. キリスト教の応答（３）：「宗教」からの脱出 

 

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

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

い感想文を求めることもある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

用いない。毎回資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA354／キリスト教学入門講義 ４ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 2 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

転換などの基本的な流れを確認する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

を進める。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 宗教改革１：ルター 

3. 宗教改革 2：再洗礼派 

4. 宗教改革 3：カルヴァン 

5. 啓蒙思想：聖書批評と政治的な解放 

6. 近代革命１：清教徒革命と王権神授説 

7. 近代革命２：フランス革命と教皇庁 

8. 近代革命 3：アメリカ革命とプロテスタンティズム 

9. 近代化 1：ドイツ・リベラリズムの誕生 

10. 近代化 2：アメリカ福音主義と奴隷制度 

11. 近代化 3：アジア・アフリカにおける植民地支配と宗教 

12. 反近代 1：カール・バルトと神学的フロント世代 

13. 反近代 2：グレシャム・メイチェンとスコープス裁判 

14. 最終テスト（論述式） 

 

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

課題箇所を毎週の講義の前、あるいは講義中に読む。それについての小テストを行う。また、講義中に指定箇所をまとめ、グル

ープディスカッションを行うこともある。最終テストは用語問題（30%）と小論問題（70%）からなる。試験問題は事前に配布するので、

講義のレジュメやテキストを使用し備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テストと講義中のまとめ(40%)/講義への参加状況（コメントシートを含む）(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. フスト・ゴンザレス、2003、『キリスト教史 (下巻) 』、新教出版社 (ISBN:978-4-400-22110-4) 

入手できない場合は、担当教員に相談すること。 

他のテキストについては未定。追って指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 70 - 

■AA355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA355／キリスト教学講義 １ 

(Lectures on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旧約聖書学１ 

担当者名 

（Instructor） 
岩嵜 大悟(IWASAKI DAIGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヘブライ語（旧約）聖書は、ユダヤ教・キリスト教の聖典、つまり、聖なる書物として、これらの宗教思想の基盤となってきたが、同

時にヨーロッパを中心とする文化と思想に大きな影響を与えてきた。この授業では、その中でも、特に多くの解釈がなされてきた

創世記 1－11 章について学ぶ。この箇所には、聖書の世界観、人間観、神観などが見られる。これらの物語についての基礎的な

学問的知識と聖書解釈の多様性について学修することがこの授業の目標である。 

 

The Hebrew Scriptures/Old Testament is a holy scripture in both Jewish and Christian traditions. Therefore, it is the basis of 

both religions' thinking and has influenced profoundly world culture and thinking. This course aims for students to learn about 

Genesis 1-11, one of the most interpreted passages though the centuries. This passage contains the biblical views of man, the 

world, and God. The purpose of this class is to understand basic academic discussions and various interpretations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、創世記 1－11 章に記される物語について学ぶ。その際に、絵画などの視覚資料も活用しながら、１）これまでのユ

ダヤ教・キリスト教での解釈、２）近代聖書学の学問的な成果と、３）現代の解釈の多様性について、説明していく。 

 

This course teaches the stories in Genesis 1-11. At the same time, while utilizing visual materials such as paintings, the 

instructor explains past interpretations in Judaism and Christianity, academic achievements in modern biblical studies, and the 

spread of modern interpretations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション （Introduction) 

2. 創造物語① （Creation [1]) 

3. 創造物語② （Creation [2]) 

4. エデンの園物語① （Eden Narrative [1]） 

5. エデンの園物語② （"Eden narrative [2]） 

6. エデンの園物語③ （"On Eden"[3]) 

7. カインとアベル物語 （"Cain and Abel") 

8. カインの子孫とセトの系譜 （Cain's descendants and the Line of Seth) 

9. ネフィリム物語 ("Nephilim") 

10. 洪水物語① （"the Flood" [1]) 

11. 洪水物語② （"the Flood" [2]) 

12. ノアの泥酔  ("Noah's drunkness") 

13. バベルの塔  ("Tower of Babel")  

14. まとめ(Review) 

 

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

2 回目以降毎回、指定された聖書箇所を読み、要約およびコメントをまとめて提出する。詳細は初回授業で指示する。Each of 

class, students are required to read biblical passage ,to write a summary and comment, and to submit it. For more information, 

instructor directs it in the first class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート（Report）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

聖書翻訳。訳・言語は特に問わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. G. フォン・ラート、1993、『ATD 旧約聖書註解 創世記』、ATD・NTD 聖書刊行会 
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2. C. ヴェスターマン、1993、『コンパクト聖書注解 創世記』、教文館 (ISBN:4764218321) 

3. 月本昭男、1996、『リーフ・バイブルコメンタリー 創世記』、日本基督教団出版局 (ISBN:4990019733) 

詳細な参考文献については授業中に説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は原則として講義形式で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA358／キリスト教学講義 ４ 

(Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書学２ 

担当者名 

（Instructor） 
田中 健三(TANAKA KENZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新約聖書の思想をテーマ毎に各文書横断的に理解する。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、新約聖書概論 

2. 旧約聖書のキリスト教的解釈１ 正典としての旧約聖書 

3. 旧約聖書のキリスト教的解釈２ 新約聖書の中で旧約聖書をどのように理解したか 

4. 新約聖書の神論 1 神概念 

5. 新約聖書の神論２ 神の支配 

6. 新約聖書のキリスト論１ キリスト論的発言 

7. 新約聖書のキリスト論２ イエスの活動とキリスト論 

8. 新約聖書の聖霊論 

9. 新約聖書の三位一体論 

10. 新約聖書の人間論 被造物および罪人としての人間 

11. 新約聖書の律法理解 

12. 新約聖書の救済論１ イエスの死の救済力 

13. 新約聖書の救済論２ 救済の宣明 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

リアクションペーパー以外に授業内で何らかの発表の機会がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

新約聖書を各自用意し、授業時に持参すること。詳細は初回の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

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

2. フェルディナント・ハーン、2019、『新約聖書神学Ⅱ下』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818408791) 

その他参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA359／キリスト教学講義 ５ 

(Lectures on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史１ 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、キリスト教は「神秘(mystery)」を核心に据えた宗教であるという観点から、キリスト教思想の性格や特徴を考察す

る。この観点に立って、「イエス＝キリスト」という神秘をとらえるさまざまな可能性を示し、さらに、神秘思想(mysticism)とはそもそ

も何か、なぜひとは「神秘」的なものに惹かれるのかを論ずる。キリスト教神秘思想についての歴史的知識を与えるとともに、その

今日的意義について考察するためのさまざまな題材を提供することがこの授業の目的である。 

 

The purposes of this course are to provide historical knowledge of Christian mysticism and to present various problems for 

considering its significance today. For that purpose, the course examines the nature and characteristics of Christian thought 

from the perspective that Christianity is a religion with "mystery" at its core. From this perspective, the course explains the 

various possibilities of capturing the mystery of Jesus Christ. Furthermore, it discusses what mysticism is and why people are 

attracted by something "mystic." 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義の前半では、古代地中海世界における神秘思想の諸形態と対比しながら、キリスト教において「神秘」が占めている位置と

意義を明らかにしたい。後半では、近現代世界のキリスト教がどのような神秘思想を生んできたかに注目し、その内容と重要な論

点を解説したい。扱う題材やキーワード、思想家の名前を以下の授業計画欄に示すが、受講状況によって変更の可能性がある。 

 

The course's first half clarifies the position and significance of "mystery" in Christianity, comparing it with various forms of 

mysticism in the ancient Mediterranean world. The second half focuses on what mystical thoughts emerged in modern 

Christianity and explain those thoughts' important issues. Topics, keywords, and thinkers' names are shown in the course 

schedule below but might change depending on the attendance situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「神秘」という言葉 

2. 神秘思想の原型：古代密儀宗教 

3. 哲学と神秘：イデアの直観 

4. イエスの教え：「神の国」の秘儀 

5. キリストとの合一：パウロの神秘主義 

6. キリスト教教義の根幹：「受肉」 

7. 神秘の闇：ディオニュシオス・アレオパギテスの神秘神学 

8. 近代の神秘主義：体験と他者 

9. 秘の「東洋」：ショーペンハウアー、瞑想、ZEN 

10. 神秘体験の諸相：ウィリアム・ジェイムズ、瞑想、ドラッグ、脳 

11. 秘められた知：近代魔術、オカルティズム、秘密結社 

12. 陶酔と暴力：デュルケム、バタイユ、ジラール 

13. 不幸と愛と美：シモーヌ・ヴェイユ、マザー・テレサ 

14. 現代の神秘思想 

 

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

授業時間外の学習についての指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリント資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA361／キリスト教学講義 ７ 

(Lectures on Christian Studies 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較宗教学１ 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教学における問題設定や分析方法についての基礎的な知識を獲得し、「宗教」現象への学問的なアプローチの仕方を習得す

る。 

 

The purpose of this course is to gain basic knowledge on a range of issues and methods in religious studies. By doing so, 

students learn how to approach "religious" phenomena academically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、比較宗教学についての総論である。宗教学とは、「宗教」と呼ばれる現象を取り扱う学問だが、近年、その概念の自明

性が批判されている。そうした「宗教」概念の批判を踏まえたうえで、宗教学における四つの分析手法、すなわち、「宗教史的」「宗

教現象学的」「宗教社会学的」そして「宗教人類学的」なアプローチを明らかにしていく。講義の最後では、こうした学問的アプロー

チ、あるいは「知」の体系が支配的になった政治的、権力的な構造を分析する。 

 

This course focuses on the methodology of religious studies or comparative religion. The subject of religious studies is obviously 

"religion." However, many have questioned the self-evident nature of such a concept, primarily due to recent development of 

various "critical" approaches in religious studies such as post-colonial, feminist, and racial theories. Being mindful of this 

development, the course then focuses on the four traditional approaches to the study of religion: history, phenomenology, 

sociology, and anthropology. In the end, the course returns to the critical approaches and focuses on the political dimension as 

well as the function of power in development of the episteme of religious studies.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―「宗教」とは？ 

2. 宗教史的アプローチ① 

3. 宗教史的アプローチ② 

4. 宗教現象学的アプローチ① 

5. 宗教現象学的アプローチ② 

6. 宗教社会学的アプローチ① 

7. 宗教社会学的アプローチ② 

8. 宗教人類学的アプローチ① 

9. 宗教人類学的アプローチ② 

10. 宗教心理学的アプローチ① 

11. 宗教心理学的アプローチ② 

12. 「宗教」と政治の問題① 

13. 「宗教」と政治の問題② 

14. 最終テスト（論述式） 

 

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

毎週必ず課題箇所を読み、簡単なまとめを準備する。授業内で課題を読み、その場でまとめることもある。その上で、グループで

の議論に参加し、発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループでの議論への取り組み（リアクションペーパーを含む）(30%)/指示された提出物（課題箇所のまとめ）(30%)/最終授業時論

述テスト(40%) 

三回以上の無断欠席は、自動的に対象者の評定を一段落さげることにつながる。また次の行為も評定を一段落さげる対象とな

る。居眠り、演習の内容と関係ない目的での電子機器の使用、脱線の範囲を超えた私語。 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回目の講義時に指示される。それ以降は、ブラックボードを参照すること。 
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参考文献（Readings） 

第一回目の講義時に指示される。それ以降は、ブラックボードを参照すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA363／キリスト教学講義 ９ 

(Lectures on Christian Studies 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
神学思想１ 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 佐和子(FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、（1）現代のエキュメニカル運動についての基礎的知識を得ること、 （2）今日のエキュメニカルワーカーたちが対峙して

いる新しい神学的課題について探求することを目標とする。 

 

The purposes of this course are (1) to develop understanding of the modern ecumenical movement and (2) to explore new 

theological challenges facing ecumenical workers today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、現代のエキュメニカル運動についての幅広い神学的考察に取り組みます。講義では、平和と正義、ジェンダーとセク

シュアリティ、エコフェミニズムなどにかかわる主要な神学的諸課題、初めてのエキュメニカル地域協議体であるアジア・キリスト

教協議会（CCA）の働きについても紹介します。 

 

This course aims to provide a broad theological survey of the modern ecumenical movement. This includes the contents and 

significance of major theological issues of justice and peace, gender and sexuality, and ecofeminism, and an introduction to the 

works of the first ecumenical regional organization, the Christian Conference of Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：キリスト教における諸教会 

2. エキュメニカルとは何か 

3. 三つの潮流？ 

4. 女性の参加、ジェンダー公正（gender justice） 

5. エキュメニカル教育が目指すもの 

6. 国連アドボカシー 

7. 環境正義（eco-justice）① 

8. 環境正義（eco-justice）② 

9. ラテンアメリカのエコフェミニスト神学 

10. セクシュアリティ① 

11. セクシュアリティ② 

12. アジアにおけるエキュメニカル運動① 

13. アジアにおけるエキュメニカル運動② 

14. まとめ ＋最終レポート提出 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回授業後のリアクション・課題提出物(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

【変更前】最終レポート（40%）、出席およびコメントカード（60%） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の人数、理解度、関心等に合わせて、授業計画を適宜変更する可能性がある。授業内容に関連するイベント、会議、プレ
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スリリース等の情報発信が国内外において行われた場合には、授業内で紹介することがある。スライドの撮影、講義の録音・録

画は認めない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA366 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA366／キリスト教学講義 １２ 

(Lectures on Christian Studies 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教倫理学２ 

担当者名 

（Instructor） 
田島 靖則(TAJIMA YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「愛」をその根本原理に据えるキリスト教倫理の視点を学ぶことにより、単なる「社会規範」としての倫理ではない、それぞれの人

間の生き方そのものとしての決断を、模索したいと考える。 

 

Learning through the principle of Christian ethics based on “love,” this course considers individual decisions more than “social 

morality.”  

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教倫理の視点には、保守的立場とリベラルな立場の両面からの検証が必要である。いわゆる保守的な「聖書主義」「伝統

主義」の立場には固執せず、自由な議論を許容する姿勢が求められる。 

本科目においては、特に生命倫理（バイオエシックス）のケーススタディをとおして、「愛すること」における生命操作の是非につい

て考えてみたい。 

取り扱うトピックは、「安楽死・尊厳死」「人工妊娠中絶」「優生思想」「生殖補助医療」等。 

本科目は講義とディスカッション形式により進められる。 

 

For a viewpoint on Christian ethics, having the dual sides of liberal and conservative thinking is necessary. We need liberal 

conversation just to discuss “fundamentalism” or “traditionalism.” 

This course considers “bio-manipulation” because of the motive for “love” through cases of clinical medical ethics, topics of 

euthanasia, abortion, eugenics, and bio-medical technologies.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命倫理（バイオエシックス）の歴史 

2. 尊厳死・安楽死１. 「カレン・クィンランの事例」 

映画「海を渡る夢」（DVD） 

3. 尊厳死・安楽死２.  

「ナンシー・クルーザンの事例」「ヘルガ・ワングリーの事例」 

4. 尊厳死・安楽死３. 「エリザベス・ボービアの事例」 

5. 尊厳死・安楽死４. 「ラリー・マカフィーの事例」 

映画「ハッピーエンドの選び方」（DVD） 

6. 「障がい」を持って生きるということ 

「障害学」検証 

7. ジョーゼフ・フレッチャーの「状況倫理」 

8. 医師による死の幇助  

「ジャック・キボーキアン医師の事例」「ティモシー・クィル医師の事例」 

9. 優生思想・人工妊娠中絶１. 「ケネス・エデリン医師の事例」 

10. 優生思想・人工妊娠中絶２. 「ベビー・ジェーン・ドウ事例」 

11. 優生思想・人工妊娠中絶３. 「プロライフ vs. プロチョイス」 

映画「スリー・ウイメン」（DVD） 

12. 新型出生前診断と染色体異常胎児の中絶 

着床前スクリーニング（PGS）と卵子核移植 

13. ヒトゲノム編集とデザイナーベイビー 

14. 報道検証 

「生命倫理における、国内外の最新トピック」 

 

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

講義はさまざまな事例を通して、生命倫理のトピックを各自が考えることに主眼が置かれる。したがって、講義の後に自分でその

内容を振り返り、問題点を整理しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. グレゴリー・Ｅ・ペンス、2000、『医療倫理<1>』、みすず書房 (ISBN:4-622-04114-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA368／キリスト教学講義 １４ 

(Lectures on Christian Studies 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教心理学 

担当者名 

（Instructor） 
長下部 穣(OSAKABE YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、①様々な現代社会問題に対する宗教者の応答の方法を理解し、②それらの構造を分析し、③現代社会における宗教

の役割と限界について、またそれらの複雑性について批判的に論じることができるようになることである。 

 

The purposes of this course are: (1) to understand contemporary religious thoughts on various social problems, (2) to analyse 

structures of these thoughts, and (3) to examine critically the roles and limitations of religion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ある者は、教会離れの現象を基に「世俗化論」を支持するが、一方で、宗教はいまだに人々の道徳的・政治的生活に深く根ざして

いると主張している。さらに、以前は宗教は自由民主主義にとって百害あって一理なしと論じていた何人かの現代社会理論家

は、彼らの立場を再検討している。彼らは、現代において、宗教は市民として感覚を取り戻したり、社会問題を分析するための文

化的資源を提供できると信じるに至ったのである。しかしながら、いくつかの研究は、宗教者は様々な困難に遭遇すると指摘す

る。なぜなら、公共圏で宗教者が自らの神学的理想をコミュニケーションする際、信仰を基にした倫理はたびたび摩擦やジレンマ

を生み出すからである。この現実の多様な例証を調査しながら、本講義は、宗教グループや宗教者が今日の社会の様々な問題

ーすなわち、犯罪、戦争、環境、地域・国際開発、そして少数者の権利ー、にどう向き合っているかを探求する。本講義を通して、

受講生は現代の宗教者の基本的な思考方法やそれらについての社会理論を理解し、現代宗教の可能性と限界を批判的に論じ

ることができるようになる。 

 

While some defend "secularisation theory" on the basis of a decline in church attendance, others counter this hypothesis by 

claiming that religion is still deeply rooted in people’s moral and political lives. Moreover, some contemporary social theorists, 

who previously thought religion does more harm than good for liberalism, have reconsidered their position. They now believe 

that religion contributes to a retrieval of our sense of citizenship and provides cultural resources for social diagnosis. However, 

other studies also indicate some challenges of religious social engagement because faith-based ethics often create friction and 

dilemmas when religious adherents attempt to communicate their theological ideals in the public sphere. While examining some 

of the many examples of this reality, this course explores how religious groups and individuals engage in various major problems 

of today’s society: crime, war, environment, local and international development, and minority rights. Through this course, 

students gain basic knowledge in contemporary religious thought as well as social theories of religion, learn to analyze social 

problems sociologically, and critically examine the potentials and limitations of the role of religion in the modern age. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序：公共圏における信仰の役割の再検討 

2. Faith in the City：英国国教会の法と秩序 

3. 北米メノナイトと修復的正義運動 

4. ロスト・イン・トランスレーション：刑事事件における「赦し」の問題 

5. 神の名による暴力：グランドゼロの宗教 

6. キリスト教平和主義と正戦論の神学 

7. 日本における宗教と国家の問題 

8. 原子力に対する日本のキリスト者の応答 

9. 信仰を基にした地域開発：イングランドを例に 

10. 信仰と国際開発：持続可能な社会構築と宗教 

11. 私の隣人とは誰か：難民と環境 

12. サクラメントの守護者？：同性婚をめぐる教会の対立 

13. 無宗教の台頭：無神論者の信念と権利とは 

14. 宗教者はなぜ公共の問題に関わろうとするのか：そのわけ、方法そして倫理 

 

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

学生は、前週に講師が提示する課題の予習が求められる 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内に指示した提出物(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自が購入する必要のあるテキストはありません 

 

参考文献（Readings） 

1. 島薗進ら編、2014、『宗教と公共空間ー見直される宗教の役割』、東京大学出版 (ISBN:4130104101) 

参考文献は授業の中で適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA370／キリスト教学講義 １６ 

(Lectures on Christian Studies 16) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
教育学科の学生は科目コード AE324「キリスト教と教育２」で履修登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において、教育は、社会の仕組みやその変化のキーポイントとなってきた。教育の理解が深まれば深まるほど、社会の

仕組みやその変化の理解が深まる。こうした教育と関わるキリスト教ならびに宗教的な問題に光をあてることで、現代社会におけ

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is one of the keys for social mechanisms and their changes. The more students deepen 

their understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By 

shedding light on issues of education related to Christianity and other religions, this course is designed for students to gain 

insights on the place and role of Christianity and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで、キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。「キリスト教と教育１」では日本に重

点をおくが、本講義では日本以外の国を対象とする。キリスト教が多数派の国々のうち、欧米諸国に加え、アジアからフィリピンを

取り上げ、そこでの公教育と宗教の問題をみていく。 

 

Among education-related issues, the issues involved with religions, especially with Christianity, will be chosen for discussion. 

While "Christianity and Education 1" focuses on Japan, this course focuses on countries other than Japan. Europe and America 

as well as the Philippines from Asia will be selected, and issues concerning public education and religion in those countries will 

be studied. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. キリスト教教育をみる視点 

3. 欧米諸国１ 

4. 欧米諸国２ 

5. 欧米諸国３ 

6. 欧米諸国４ 

7. 欧米諸国５ 

8. フィリピンの宗教教育:背景 

9. フィリピンの宗教教育:制度成立１ 

10. フィリピンの宗教教育:制度成立２ 

11. フィリピンの宗教教育:制度展開１ 

12. フィリピンの宗教教育:制度展開２ 

13. フィリピンの宗教教育:制度展開３ 

14. 総括 

 

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

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間内に Blakboard で複数回行う小テスト(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

2. 市川誠、1999、『フィリピンの公教育と宗教』、東信堂 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA372／キリスト教学講義 １８ 

(Lectures on Christian Studies 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアのキリスト教２ 

担当者名 

（Instructor） 
朱 海燕(ZHU HAIYAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国キリスト教史についての知識と理解を深めるとともに、キリスト教が近代中国に与えた影響と中国人の反応を考える。 

 

This course aims to help students promote deeper understanding of the history of Christianity in China, emphasizing how 

Christianity impacted China in the modern period and how Chinese people reacted to the different culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国近代史の流れのなかで、「近代化」や「反キリスト教事件」をキーワードに、異文化間の交流と衝突の視点から近代中国とキ

リスト教の関係を丹念に追っていく。 

 

The two keywords for this course are Modernization and Anti-Christian Cases. This course encourages students to learn the 

history of the relationship between Christianity and modern China from the perspective of cultural intercourse and cultural 

antagonism by providing specific historical cases related to the keywords. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代以前の中国とキリスト教 

2. アヘン戦争 

3. 太平天国運動とキリスト教 

4. 第二次アヘン戦争 

5. 洋務運動 

6. 反キリスト教事件（教案）の頻発 

7. 1870 年代の天津教案 

8. 宣教師と維新変法 

9. 義和団運動 

10. 辛亥革命とキリスト教 

11. 五四新文化運動と反キリスト教思潮 

12. 1920 年代の反キリスト教運動 

13. 中国キリスト教会の本色化 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業前に、指定された資料や参考書を読んでおくこと。 

必要に応じて高校の世界史教科書、下記参考書等に目を通し、中国史の基本的な事項について理解しておくこと。 

教員の指示にしたがって、レジュメや参考書を利用しながら、授業後の復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 2 回(70%)/リアクションペーパー(30%) 

3 分の 1 以上を欠席した場合は、成績評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 並木頼壽・杉山文彦編著、2011、『中国の歴史を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:9784750333434) 

2. 石川照子・倉田明子ほか、2016、『はじめての中国キリスト教史』、かんよう出版 (ISBN:9784906902750) 

3. 田中仁・菊池一隆ほか、2012、『新図説中国近現代史 日中新時代の見取り図』、法律文化社 (ISBN:9784589033918) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA374／キリスト教学講義 ２０ 

(Lectures on Christian Studies 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの宗教２ 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 佐和子(FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、（1）アジアの宗教についての基礎的な知識・理解を得ること、（2）社会と宗教におけるジェンダー役割の関係性につい

て探求すること、（3）フェミニスト神学の展開に対する女性たちの貢献に対する気づきを得ることを目標とする。 

 

This course aims: (1) to develop knowledge and understanding of religious traditions in Asia; (2) to explore the relationship 

between gender roles in societies and religions; and (3) to develop awareness of the particular contribution of women to the 

development of feminist theology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジアの女性たち（Asian women）は世界人口の 4 分の 1 を占めるという事実にもかかわらず、彼女たちの声、神学的考察、貢献

についての等閑視は、世界レベルで広く行き渡り、維持されてきたが、それはアジア地域のレベルにおいても同様である。本講義

では、宗教がジェンダーやセクシュアリティについての理解や想定（思い込み）に影響を与えてきたかに注目しながら、アジアの主

要な宗教（キリスト教、仏教、イスラーム、ヒンドゥー教、仏教）と女性たちのかかわりについて検討する。 

 

Despite Asian women comprising more than a quarter of the world’s population, ignorance about Asian women, their voices, 

theological reflections, and contributions is widespread and persistent at a global level, but the same is true at regional level in 

Asia. This course examines the intersection among the major religions in Asia (Christianity, Buddhism, Islam, Hinduism, and 

Confucianism) and women, considering the ways in which religion informs understandings and assumptions about gender and 

human sexuality. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：アジアの宗教と女性たち 

2. キリスト教と女性たち① 概説 

3. キリスト教と女性たち② 聖書的伝統 

4. キリスト教と女性たち③ 翻訳の問題 

5. キリスト教と女性たち④ 事例研究 1 

6. キリスト教と女性たち⑤ 事例研究 2 

7. 仏教と女性たち① 概説 

8. 仏教と女性たち② 事例研究 

9. イスラームと女性たち① 概説 

10. イスラームと女性たち② 事例研究 

11. ヒンドゥー教と女性たち① 概説 

12. ヒンドゥー教と女性たち② 事例研究 

13. 儒教と女性たち 

14. まとめ ＋最終レポート提出 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびコメントペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology. 2008. Introduction to Asian Feminist Perspectives on Religions: 
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Toward Interfaith Dialogue (Modules on Asian Feminist Theologies, Book 3). AWRC (ISBN:978-983-4038-44-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の人数、理解度、関心等に合わせて、授業計画を適宜変更する可能性がある。授業内容に関連するイベント、会議、プレ

スリリース等の情報発信が国内外において行われた場合には、授業内で紹介することがある。スライドの撮影、講義の録音・録

画は認めない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA376／キリスト教学講義 ２２ 

(Lectures on Christian Studies 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と美術２ 

担当者名 

（Instructor） 
中西 麻澄 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2020 年 4 月 14 日付  

開講学期変更【変更前】春学期→【変更後】秋学期 

担当者変更【変更前】渡辺晋輔➔【変更後】中西 麻澄 

文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教美術の基礎を理解し、代表的な作品についての知識を増やす。  

 

Understand the basics of Christian art and increase your knowledge of typical Christian art works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『聖書』のテキストを読みながら、ルネサンス、バロック時代の代表的な美術作品を見ていきます。そのための基本となる「キリスト

教図像学」を解説するとともに、作家や時代によって異なる「表現」の読み取り方も考察します。 

 

Read the Bible, study Christian iconography, art works in the Renaissance and Baroque and art expressions that vary depending 

on the artist and the period. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに／『創世記』（１） 

プッサン《四季》 

2. 『創世記』（２） 

カラヴァッジョ《イサクの犠牲》  

3. 『出エジプト記』 

ボッティチェリ《モーセの試練》  

4. 『サムエル記』『ユディト記』 

ミケランジェロ《ダヴィデ》  

5. 新約聖書の美術（１）時代背景／四福音書と美術表現 

ヨセフス『ユダヤ戦記』『ユダヤ古代誌』  

6. 新約聖書の美術（２）キリスト伝 

システィーナ礼拝堂壁画 

7. 幼児伝（１） 

ジョット《マリア伝連作》スクロヴェーニ礼拝堂壁画  

8. 幼児伝（２）  

ゴッツォリ《マギの旅》 

9. 公生涯（１） 

フィリッポ・リッピ《ヘロデの宴》  

10. 公生涯（２） 

ラファエロ《変容》  

11. 受難伝（１） 

レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》 

12. 受難伝（２） 

リュベンス《キリスト昇架》《キリスト降架》の三連祭壇画  

13. 受難伝（３） 

カラヴァッジョ《キリストの埋葬》  

14. 復活、出現、昇天／聖人図像 

ピエロ・デッラ・フランチェスカ《復活》／ベルニーニ《聖女テレサの法悦》 

  

 

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

授業で読む箇所以外も、『聖書』を読みましょう。 
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図書館や美術館で美術作品をたくさん見て下さい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回授業時に、テキスト資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2019、『聖書 聖書協会共同訳 旧約聖書続編付き』、聖書協会 (ISBN:978-4-8202-1347-5) 

2. 1985、『新潮世界美術辞典』、新潮社 (ISSN:00364385) 

3. 佐々木英也ほか、1992-、『世界美術大全集 西洋編 イタリア・ルネサンス』、小学館 (ISBN:4096010111) 

4. 神吉敬三ほか、1994-、『世界美術大全集 西洋編 バロック』、小学館 (ISBN:4096010162) 

各回の参考文献は、配布資料の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

2020 年 4 月 14 日付 開講学期変更 

【変更前】春学期→【変更後】秋学期 
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■AA378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA378／キリスト教学講義 ２４ 

(Lectures on Christian Studies 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と音楽２ 

担当者名 

（Instructor） 
國友 淑弘(KUNITOMO YOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アフリカ系アメリカ人音楽、 特に宗教音楽としての黒人霊歌、ゴスペル音楽を理解すること 

 

This course aims for students to understand African-American music, especially Black Spirituals and Gospel Music as religious 

music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には講義形式。歴史的な録音、ビデオを通して、奴隷制度、差別制度と共に発展したアフリカ系アメリカ人の宗教音楽をた

どる。 

 

This course uses a lecture format to trace, 

through historical recordings and videos, African American religious music that evolved along with slavery and discrimination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アフリカ系アメリカ人の社会的立場と音楽の紹介 

Introduction to African American Social Position and Music 

2. アフリカにおける音楽ルーツ 

Music Roots in Africa 

3. 西インド諸島からアメリカに至る音楽の紹介 

Introduction to Music from the West Indies to the United States 

4. 19 世紀末まで：黒人霊歌 

Until the End of the 19th century: Black Spirituals 

5. 20 世紀初期のゴスペル音楽ルーツと発展 

Gospel Music Roots and Development in the early 20th Century 

6. 公民権運動と音楽 

Civil Rights Movement and Music 

7. 中間筆記テスト  

Midterm Writing Test 

8. 1950-1960 年代：モダンゴスペルとソウルミュージックの台頭 

1950-1960's: The rise of Modern Gospel and Soul Music 

9. 1970-1980 年代：後期モダンゴスペルとゴスペル音楽の基本演奏法 

1970-1980's: Late Modern Gospel and Basic Performances of Gospel Music 

10. 1990-2000 年代：アーバンゴスペルとヒップホップの台頭 

1990-2000's: The Rise of Urban Gospel and Hip-Hop 

11. 2010 年以降：ゴスペル音楽の現在 

After 2010: Gospel Music Today 

12. 映画の中のゴスペル音楽 

Gospel Music in the movies 

13. 日本のゴスペル音楽 

Gospel Music in Japan 

14. 最終筆記テスト 

Final Writing Test 

 

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

授業時間外の復習は、主にオンラインリソース（YouTube 等）と録音を使ってゴスペル音楽の演奏を鑑賞すること。 必要に応じて

プリントを配布する。  

This will mainly cover watching Gospel Music performances using online resources (such as YouTube) and recordings. Distribute 

handouts as needed. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および課題(Attendance and Paper)(30%) 

【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)40%, 中間テスト(Midterm Test)30%, 出席および受講態度(Attendance and 

Attitude)30%） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA380／キリスト教学講義 ２６ 

(Lectures on Christian Studies 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術史２ 

担当者名 

（Instructor） 
大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの芸術文化の根幹をなすルネサンスとゴシック。単純に古典主義と反古典主義と割り切ることもできないこの二つの造

形概念の本質を理解すること。 

 

Renaissance and Gothic art are the fundamental concepts of European art and culture. This course aims for students to 

understand the essence of these two artistic forms that cannot be divided simply into classicism and anti-classicism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ芸術の近代は 15・16世紀のイタリア＝ルネサンスに始まり、それ以前の芸術はルネサンス人によって「ゴシック（ゲル

マン民族の一派「ゴート族」の形容詞）」と蔑称された。狭義には 13-15 世紀のヨーロッパ芸術を指す概念であるゴシックは、広義

には古典的な形体に対する野蛮、地中海文化に対する北方（アルプス以北）の異民族文化、ギリシア・ローマの古代芸術にあら

ざる中世ヨーロッパ芸術を意味するものと解釈された。古典古代（ギリシア・ローマ）文化の「再生」を意味するルネサンスと北方ヨ

ーロッパ発祥のゴシックは、どのような芸術概念であり、どのような芸術形体であるのか――。芸術史（建築・彫刻・絵画）の展開

を追いながら、二つの芸術様式の美、作用と反作用、総合と矛盾について考察してゆく。 

 

The modern era of European art began with the Italian Renaissance in the 15th and 16th centuries. Renaissance people 

derogatorily called previous art "Gothic" (the adjective form of the term Goths, a Germanic tribe). In a narrow sense, the term 

“Gothic” refers to 13th-to 15th-century European art, while in a broad sense, it was interpreted as barbarian (opposed to 

classical forms), as northern or trans-alpine culture (different from Mediterranean), and as  European medieval art that cannot 

be classical  (of ancient Greece and Rome). What kind of artistic concepts are Renaissance, which means the rebirth of 

Antiquity? And Gothic, which originated in northern Europe? What kinds of artistic forms are there? Tracing the development of 

art history (architecture, sculptures, paintings), students consider the beauty of two artistic styles, action and reaction, and 

synthesis and contradiction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「ゴシック vs ルネサンス」 

2. ゴシック大聖堂の誕生 

3. ゴシック建築の波及と各地の反応 

4. 彫像の再生：1200 年頃の古代風様式からゴシック彫刻の形成へ 

5. ゴシック絵画：線描、色彩、装飾性 

6. 14 世紀イタリアの新芸術（Ars nova）：ジョットとシモーネ・マルティーニ 

7. 1400 年頃――国際ゴシック様式 

8. ゴシックからルネサンスへ 

9. 初期ルネサンス美術 1（1420-1450 年頃）：ブルネレスキ、ギベルティ、ドナテッロ 

10. 初期ネーデルラント絵画（1420-1460 年頃）：ファン・エイクとロヒール・ファン・デル・ウェイデン 

11. 初期ルネサンス美術 2（1450-1500 年頃）：フィレンツェ派とヴェネツィア派 

12. 盛期ルネサンス芸術（1500-1530 年頃）：レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ 

13. アルブレヒト・デューラー（1471-1528 年）の芸術 

14. 総括：ルネサンスとゴシックの遺産 

 

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

授業はパワーポイントによるスライド映写と口述によって進めます。受講者にはノートをとり、作品を記憶し、文脈を理解してほし

いと思います。美術は宗教的主題であれ、世俗的主題であれ、第一に造形物ですから、はじめに目で感覚され、次いで脳に記憶

され、最後に心で解釈されるものです。何よりも作品に好奇心を抱くことが大事ですから、授業では感覚を働かせてください。そし

て現在はインターネット上で、高精細の画像を閲覧することが可能です。授業外ではネット上で気になった作品を見たり、好奇心

に応じて参考図書などにあたってください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびリアクション・ペーパー(40%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

授業中に私語をかわすこと、居眠り、スマホ、パソコンの利用を禁止します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田喜四郎・黒江光彦編、1995、『ゴシック１』（世界美術大全集 西洋編 9）』、小学館 

2. 佐々木英也・冨永良子編、1994、『ゴシック２』（世界美術大全集 西洋編 10）』、小学館 

3. 佐々木英也・森田義之編、1992、『イタリア・ルネサンス１』（世界美術大全集 西 洋編 11）』、小学館 

4. 久保尋二・田中英道編、1994、『イタリア・ルネサンス２』（世界美術大全集 西 洋編 12）』、小学館 

5. 勝國興編、1994、『北方ルネサンス』（世界美術大全集 西洋編 14）』、小学館 

6. R. Toman (ed.). 2007. Gothic Art. Architecture-Sculpture-Painting. h.f.ullmann 

7. R. Toman (ed.). 2015. The Art of the Italian Renaissance Art. h.f.ullmann 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA382／キリスト教学講義 ２８ 

(Lectures on Christian Studies 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教音楽学２ 

担当者名 

（Instructor） 
ショウ，Ｓ．(SHAW,SCOTT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

して、オルガンのために作曲された曲目と作曲者を紹介する。 

 

The purpose of this course is to gain an understanding of the 2000-year history of the pipe organ. The design, construction, and 

structure of the instrument itself as well as its history and music will be examined. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

いる楽器の役割を確認する。 

 

This course will be conducted primarily with lectures, class discussions, and visits to organs. Attendance at organ concerts and 

church or chapel services allows students to understand the role of the pipe organ today.  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

2. 見学：池袋キャンパスチャペル会館マグノリアルームのオルガン 

3. 講義：ヨーロッパのルネサンス時代オルガン 

4. 講義、オルガンの演奏：バロック時代のオルガン（主にドイツとフランス）、クイズ１ 

5. 講義、オルガンの演奏：イギリスのオルガン、その１（1660〜1830 年） 

6. 講義：イギリスのオルガン、その２（1830-2000) 

7. テスト１ 

8. 見学、オルガンの演奏：池袋キャンパスチャペルのオルガン 

9. 講義：ロマン派時代のオルガン（主にドイツとフランス） 

10. 大学礼拝出席（日曜日、又は金曜日夕方の礼拝）、クイズ２ 

11. 講義、ディスカッション：オルガンと現代日本キリスト教との関係を考える 

12. オルガンリサイタルの出席 

13. 講義、パイプオルガン以外のオルガン：リードオルガン、電子オルガン、ハモンドオルガン、エレクトーン 

14. テスト２ 

 

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

大学礼拝とオルガンリサイタル（Ⅰ回ずつ）の出席、テキストのリーディング 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ショートレポート（3 回, 各 20％）(60%)/ファイナルレポート(40%) 

ショートレポート：1 回の授業に対して 600 字以上。 ファイナルレポート(40％)：2000 字以上、オルガンについてのアカデミックレポ

ート。内容は各学生と後日相談【変更前】平常点 100%：中間テスト(30%) 、期末テスト(30%) 、クイズ１(20%) 、クイズ２(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松井直美、他、2019、『オルガンの芸術』、道和書院 (ISBN:978-4-8105-3002-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 椎名雄一郎、2015、『パイプオルガン入門』、春秋社 (978-4-393-931198-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA385／キリスト教学講義 ３１ 

(Lectures on Christian Studies 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と映画１ 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

※2021 年度以降廃止，隔週・2時限連続開講 

文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画作品に含まれているキリスト教的要素を抽出して解釈すると共に、その映画作品がキリスト教的要素を用いつつ語ろうとして

いることとは何かを読み取り、それを語りかけられている我々の問題として考察していく。 

 

The purposes of this course are to extract and interpret Christian elements found in movies, construe what the movies intend 

to convey to us using Christian elements, and consider such messages as our own issues.  

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 年度については「注意事項」を了解の上履修すること。 

 

まず全員で映画作品を鑑賞する。受講者には出席票を兼ねたコメントペーパーに作品の分析や解釈（キリスト教との関連も含

め）、感想、質問などを記入してもらい、授業終了時に提出してもらう。記入してもらったものの幾つかは、提出者の許可が得られ

れば、個人が特定されないようにした上で共有したいと思っている。 

講義は、提出してもらったコメントの紹介や、疑問への応答、コメントへの応答などをしていくことによって、その映画作品が語ろう

としていることを我々自身の問題として受け止めて考察していくというように進めていくため、積極的に参加してくれることを望む。 

 

なお、扱う映画作品に関しては、受講者にアンケートをとった上で最終的に決めたい。 

また、授業のスケジュールに関しては、鑑賞する映画作品や受講者の興味や人数などによって適宜調整する予定である。 

 

In this course, students watch movies that connect with Christianity and submit a comment sheet (reaction paper) afterward, 

which also serves as confirmation of attendance. The reaction paper includes students' analysis and interpretation (including the 

relation with Christianity), comments, questions, etc. Some might be shared among other students anonymously, provided that 

the submitter agrees to do so. 

Course activities involve sharing submitted comments, answering questions, and considering comments. Through such activities, 

students consider, as their own issues, what the movies intend to convey. 

Which movies to watch are based on students' opinions and interests. 

The course schedule is adjusted as necessary according to the chosen movies and the interests and number of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋映画作品鑑賞 

2. （隔週 2 コマ連続） 

3. 講義＋映画作品鑑賞 

4. （隔週 2 コマ連続） 

5. 講義＋映画作品鑑賞 

6. （隔週 2 コマ連続） 

7. 講義＋映画作品鑑賞 

8. （隔週 2 コマ連続） 

9. 講義＋映画作品鑑賞 

10. （隔週 2 コマ連続） 

11. 講義＋映画作品鑑賞 

12. （隔週 2 コマ連続） 

13. 講義＋映画作品鑑賞＋最終レポート提出 

14. （隔週 2 コマ連続） 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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コメントペーパー(40%)/最終レポート(40%)/授業への参加姿勢・協力度(20%) 

単位修得には、原則として 2/3以上の出席（授業内での「出席フォーム」への登録とコメントペーパーの提出によって出席としま

す）、最終レポートの提出が必要です（最終レポートの詳細は別にご案内します）。また、他の受講者の迷惑になるような行為はご

遠慮ください（酷い場合は、大幅に減点します）。また、各自で映像作品を視聴できる環境を整えてください。<BR>【変更前】平常

点(In-class Points)100% (出席した回のコメントペーパーの内容 40%授業への参加姿勢,30%期末レポート,30%) 単位修得には、原

則として 2/3 以上の出席（コメントペーパーの提出によって確認）、最終レポートの提出が必要。また、他の受講者の迷惑になる

ような行為は遠慮願う（酷い場合は、大幅に減点する）。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内容の性質上、私語はもちろんのこと、音の出る物や光を発する物のご使用はご遠慮願います。 

 

注意事項（Notice） 

「映画の視聴環境は履修者自身で準備する必要がある。上記シラバス中で「コメントペーパー」とあるところは「授業内での相互討

議」としても行われる。そのほか「授業の目標」達成のために必要な変更や指示は担当者の判断で適宜授業内で行う。第一回授

業に必ず出席すること。」 
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■AA387 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA387／キリスト教学講義 ３３ 

(Lectures on Christian Studies 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の礼拝１ 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2021 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の礼拝についての基礎的な知識を身につける。聖書と歴史によって構築されてきた礼拝に学び、現代における意義や

課題を考察する。 

 

The aim of this course is to learn the basics of Christian worship and liturgy. From the study of worship and liturgy that has 

been formed by the Bible and history, this course focuses on examining the significance and challenges of the present day. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教礼拝の根幹である、聖餐式（ミサ）とその音楽・聖歌（賛美歌）を中心に取り上げ、日本聖公会および立教学院の実践を

踏まえて講義する。映像や音楽資料も積極的に用いる。尚、礼拝の学びには、礼拝経験を必要とするので、受講者は、立教チャ

ペルや各地の教会で行われている礼拝へ（開講期間中、最低でも一回は）出席することを要望する。 

 

This course focuses on Holy Eucharist/Mass, which is the foundation of Christian worship and liturgy, and its music and chant 

based on the practices of the Anglican Church in Japan, or the Nippon Sei Ko Kai, and Rikkyo School. Videos and music will be 

used actively in the class. As learning liturgy requires service experience, students are asked to attend service in the Rikkyo 

Chapel or other churches (at least once during the lecture period). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教の礼拝とは（基礎と原理） 

2. 礼拝と「時」（教会暦の成立・発展） 

3. 礼拝の「時」を彩る音楽・聖歌 

4. 礼拝の「場」（教会建築） 

5. シンボルと祭服・祭具 

6. 聖餐式（ミサ）の起源と発展（古代） 

7. 聖餐式（ミサ）の進化と専門化（中世） 

8. 英国教会の聖餐式の成立と変化（宗教改革） 

9. 現在の『祈祷書』の聖餐式（20世紀～） 

10. 聖餐式の多様な姿 

11. 聖餐式の神学（サクラメント論）の差違 

12. 聖餐式（ミサ）の音楽・聖歌 

13. 聖餐式（ミサ）の準備 

14. 聖餐式（ミサ）の実践 

 

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

受講者は、立教学院のチャペルや各地の教会などを、自主的に見学し、礼拝にも積極的に参加すると、講義が体験的に、主体

的に学べるだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時のリアクション・ペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 具 正謨、2012、『論集 典礼と秘跡』、教友社 (ISBN:978-4-902211-77-1) 

2. 加藤博道、2015、『心を神に―礼拝への思索と実践』、聖公会出版 (ISBN:978-4-88274-282-1) 

3. 1990、『日本聖公会 祈祷書』、日本聖公会管区事務所 
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4. 2006、『日本聖公会 聖歌集』、日本聖公会管区事務所 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA389 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ３５ 

(Lectures on Christian Studies 35) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と現代社会１ 

担当者名 

（Instructor） 
平良 愛香(TAIRA AIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーとセクシュアリティについて、特にキリスト教がどのような影響を与えたのか学びつつ、新たな性倫理を考える。 

 

We will reconsider the “ordinary,” especially from the viewpoint of sexual ethics, which has been significantly influenced by 

Christianity.    

 

授業の内容（Course Contents） 

「性」を表す３つの英語、Sex、Gender、Sexuality の違いについて学びつつ、様々な性のあり方について考えていく。それと同時

に、その３つの性に対して、キリスト教がどのように考えてきたのか、これからどのようにアプローチしていけるのかを追求してい

く。 

 

学生からの質問／感想を重視した講義形式をとる。ゲストスピーカーの予定あり。 

同意のない性がなぜいけないのか。同意があればすべての性が「ゆるされる」のか。具体的な事例を挙げながら顕彰していく。 

 

＜扱う可能性のある事項＞ 

同性愛、両性愛、アセクシュアル、パンセクシュアル、トランスジェンダーと性同一性障害、性分化疾患（DSD)、HIV・エイズ、結婚・

離婚・反婚、結婚外のセックス、近親姦、小児性愛、買売春とセックスワーカー、ＳＭ,など。性に対して多くの枠を規定してきたキリ

スト教の根拠をも検証しながら，各自の納得の中で性倫理を築き上げていく。 

 

What is a Sex、Gender、Sexuality? And, how can we acknowledge such diverse sexual values from a new viewpoint of 

Christianity? Learning the essence of Christianity, we will explore the possibility of new sexual ethics that arise therefrom. 

The lecture will be centered on your questions and comments. We plan to invite a guest speaker. 

There are sexual values that are not accepted socially, religiously, or personally. We will learn why such values were not 

accepted through history and social norms and consider whether it is right not to accept those values on such grounds. 

<Matters that may be covered> 

Homosexuality; bisexuality; asexuality; transgender and gender dysphoria; disorders of sex development (DSD); HIV and AIDS; 

marriage, divorce, unmarriedness, and anti-marriage; extramarital relationships; incest; pedophilia; prostitution; SM; and others. 

Verifying the grounds on which Christianity has imposed many limitations on sexual values, each of you will form sexual ethics 

that you agree with.    

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 性を表す３つの視点「セックス」「ジェンダー」「セクシュアリティ」 

2. 性の多様性１「性的指向」 

3. 性の多様性２「性自認」ほか 

4. 性の多様性３、ゲストスピーカー 

5. 聖書と性的少数者（同性愛、トランスジェンダー） 

6. 合意のない性を考える「性暴力」「セクシュアルハラスメント」 

7. 合意のある性を考える１「金銭を伴わないもの」 

8. 合意のある性を考える２「セックスワーカーと人身売買」 

9. 模擬結婚式 

10. 結婚と性、反婚、ゲストスピーカー 

11. ディスカッション 

12. HIV/エイズと性、ゲストスピーカー 

13. まとめ１ 

14. まとめ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(34%)/普段のリアクションペーパー(33%)/まとめ１または２のリアクションペーパー(33%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平良愛香、2017、『あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあなたのそばにいる』、学研プラス (ISBN:ISBN978-4-05-

406611-3) 

特に指定せず。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プライバシーを重んじます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA392／キリスト教学講義  ３８ 

(Lectures on Christian Studies 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本宗教史 

担当者名 

（Instructor） 
丹羽 宣子(NIWA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では「宗教」というレンズを通して、私達を取り巻く日本社会の成り立ちの理解を目指していきます。「日本人は宗教に関

心が薄い」とよく言われます。確かに特定の教団に属している人は多数派ではありませんが、私達の日常生活には宗教的な行動

は多くあります。それには歴史的な背景があります。このような視点から、現代日本社会と宗教の関わりについて考えていきま

す。 

 

This course aims for students to understand Japanese society through the lens of "religion." Certainly, Japanese people who 

belong to a particular religion are not the majority. However, they enact many religious behaviors in daily life. To understand this 

situation, students need to know the historical background. From this perspective, the course considers the relationship 

between modern Japanese society and religion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本社会と宗教の関わりについて、その歴史的背景や変遷を追いながら確認します。 

今日的な課題についても、歴史的視点を踏まえながら具体的事例を示しつつ考えていきます。 

 

To understand the relationship between modern Japanese society and religion, this course addresses the outline of the history 

of Japanese religion, and the instructor introduces  the contemporary issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：＜宗教＞を幅広い視点から捉えてみよう 

2. 統計データから見る日本人の宗教行動 

3. 神道の形成 

4. 仏教の伝来と展開 

5. 神仏習合の諸相 

6. 近世社会と宗教 

7. 神仏分離と国家神道 

8. 民衆宗教 

9. 近現代の社会変動と宗教 

10. 戦後の宗教 

11. 現在の宗教状況（１）：転換期を迎える「伝統宗教」 

12. 現在の宗教状況（２）：葬儀・墓の変化とこれから 

13. 現在の宗教状況（３）：多文化共生社会と宗教 

14. 授業のまとめ 

 

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

新聞やテレビで、宗教に関する報道をよくチェックしてください。よく気を付けて見てみると、様々な文脈で宗教に関わるものが登

場します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席率と授業中のコメント・リアクションペーパーの反応(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献や資料は授業中にその都度紹介します。レポートの参考にしてください。 

 

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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■AA451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA451／キリスト教学入門講義 １ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 1 

担当者名 

（Instructor） 
杉江 拓磨(SUGIE TAKUMA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多くの学生にとってなじみが薄いと思われる旧約聖書に何が書かれているか、理解し、説明できるようになる。また、旧約聖書が

キリスト教や西洋文化に影響を与えていることも学ぶ。 

 

By the end of the course, students will be able to outline the contents of the Old Testament/Hebrew Bible scriptures. Students 

will also recognize that the Old Testament has influenced Christianity and Western culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

旧約聖書は前 1 千年紀前半にパレスティナにあったイスラエル、ユダ両王国の人々（イスラエル人またはヘブライ人）とその子孫

（ユダヤ人）が書き記した、さまざまな書を集めたものである。この旧約聖書の主要な箇所の内容と、それを特徴づける神観、人

間観、世界観、歴史観を、イスラエル人・ユダヤ人の歴史や周辺諸国とのかかわりを視野に入れながら、見ていく。 

 

The Old Testament/Hebrew Bible is a collection of books written by the people of the kingdoms of Israel and Judah (Israelites 

or Hebrews) and their descendants (Jews) in the first millennium BC. The course will introduce important passages from the Old 

Testament and comment on their ideological features with a view to the history of Israelites and Jews as well as their relations 

with neighboring peoples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 天地創造 

3. エデンの園 

4. カインとアベル 

5. 洪水とノアの箱舟 

6. アブラハム 

7. ヤコブとヨセフ 

8. 出エジプト 

9. カナン定住 

10. ダビデと王国成立 

11. 預言とは何か 

12. 預言者たちのメッセージ 

13. 詩・知恵・黙示 

14. まとめ 

 

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

授業はテキストに従って進めるので、必ず各回分のテキストの箇所とそこで取り上げられる聖書の本文を事前に読んでから授業

に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(80%)/授業での発言(20%) 

レポートは授業期間中に 3 回程度出題する予定である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019、『聖書 聖書協会共同訳』、日本聖書協会 (ISBN:978-4-8202-1345-1) 

2. 月本昭男、2018、『物語としての旧約聖書（上）人間とは何か』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-910988-6) 

3. 月本昭男、2018、『物語としての旧約聖書（下）いかに生きるか』、NHK 出版 (ISBN:978-4-14-910989-3) 

聖書は他の翻訳でも可。テキストは第 2 回の授業から使用する（テキストの購入は初回授業後にすることを勧める）。 

 

参考文献（Readings） 



 - 107 - 

1. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の時代』、日本基督教団出版局 (ISBN:978-4-8184-0193-8) 

2. 長谷川修一、2011、『ヴィジュアル BOOK 旧約聖書の世界と時代』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4-8184-0791-6) 

ほかに授業中に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA452／キリスト教学入門講義 ２ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 2 

担当者名 

（Instructor） 
山野 貴彦(YAMANO TAKAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

 

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

will focus on the New Testament. 

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

も言及する。 

 

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

Testament from a religious, historical, and archaeological approach. 

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

also look into the history of such influence. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新約聖書とは何か 

2. マルコ福音書 

3. マタイ福音書 

4. ルカ福音書 

5. ヨハネ福音書 

6. ナザレのイエスという男の生涯とその歴史的意義 

7. 使徒行伝 

8. パウロ書簡 

9. タルソスのパウロという男の生涯とその歴史的意義 

10. 第 2 パウロ書簡 

11. ヘブライ書簡と公同書簡 

12. ヨハネ黙示録 

13. 信仰共同体の形成――シナゴーグと教会(1) 

14. 信仰共同体の形成――シナゴーグと教会(2) 

 

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

授業前：指定された聖書の文書あるいは聖書箇所を読む 

授業後：レジュメの再読および授業で言及された聖書文書あるいは聖書箇所の確認 

 

※いずれにおいても現代に生きる私たちの生活文化と比較することを試みられたい 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業後 Web コメント提出(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパーにおける見解の提示 30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書（旧約聖書続編付き）』、日本聖書協会 

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

 

参考文献（Readings） 

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

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

3. 原口尚彰、2004、『新約聖書概説』、教文館 

その他にも適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA453／キリスト教学入門講義 ３ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 1 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

けさせるのがこの授業での目的である。 

 

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

rooted in Western Christianity and at the same time born out of its critical innovation. From this perspective, this lecture will 

look back on the history of modern Western thought on a large scale. Through this, the purpose of this lesson is to acquire 

basic knowledge for thinking about the way of Christianity in the contemporary world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

In this lecture, we will introduce how the important thinkers who created the modern Western European world viewed 

Christianity. I want to clarify what has been criticized in traditional Christianity and what has been inherited and how. The 

names of the thinkers who will be treated and the related keywords are shown in the Course Schedule section below, but may 

change depending on the attendance situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：近代以前／近代／近代以後 

2. 近代的キリスト教の基点：マルチン・ルターとイグナチウス・ロヨラ；権威と自由、 内面と行動 

3. 同上 

4. 科学と理性と神：デカルトとベイコン 

5. 同上 

6. 科学の真理と信仰の真理：パスカル 

7. 政教分離の理想と矛盾：ロックとルソー；人権、民主主義 

8. 同上 

9. 宗教と道徳：カント；永遠平和 

10. キリスト教批判（１）：ヘーゲルとマルクス；歴史の進歩、経済格差 

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

12. キリスト教の応答（１）：信仰への回帰 

13. キリスト教の応答（２）：宗教多元主義 

14. キリスト教の応答（３）：「宗教」からの脱出 

 

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

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

い感想文を求めることもある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

用いない。毎回資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA454／キリスト教学入門講義 ４ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 2 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

転換などの基本的な流れを確認する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

を進める。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 宗教改革１：ルター 

3. 宗教改革 2：再洗礼派 

4. 宗教改革 3：カルヴァン 

5. 啓蒙思想：聖書批評と政治的な解放 

6. 近代革命１：清教徒革命と王権神授説 

7. 近代革命２：フランス革命と教皇庁 

8. 近代革命 3：アメリカ革命とプロテスタンティズム 

9. 近代化 1：ドイツ・リベラリズムの誕生 

10. 近代化 2：アメリカ福音主義と奴隷制度 

11. 近代化 3：アジア・アフリカにおける植民地支配と宗教 

12. 反近代 1：カール・バルトと神学的フロント世代 

13. 反近代 2：グレシャム・メイチェンとスコープス裁判 

14. 最終テスト（論述式） 

 

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

課題箇所を毎週の講義の前、あるいは講義中に読む。それについての小テストを行う。また、講義中に指定箇所をまとめ、グル

ープディスカッションを行うこともある。最終テストは用語問題（30%）と小論問題（70%）からなる。試験問題は事前に配布するので、

講義のレジュメやテキストを使用し備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 



 - 113 - 

テキスト（Textbooks） 

1. フスト・ゴンザレス、2003、『キリスト教史 (下巻) 』、新教出版社 (ISBN:978-4-400-22110-4) 

入手できない場合は、担当教員に相談すること。 

他のテキストについては未定。追って指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA455／キリスト教学講義 １ 

(Lectures on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旧約聖書学１ 

担当者名 

（Instructor） 
岩嵜 大悟(IWASAKI DAIGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヘブライ語（旧約）聖書は、ユダヤ教・キリスト教の聖典、つまり、聖なる書物として、これらの宗教思想の基盤となってきたが、同

時にヨーロッパを中心とする文化と思想に大きな影響を与えてきた。この授業では、その中でも、特に多くの解釈がなされてきた

創世記 1－11 章について学ぶ。この箇所には、聖書の世界観、人間観、神観などが見られる。これらの物語についての基礎的な

学問的知識と聖書解釈の多様性について学修することがこの授業の目標である。 

 

The Hebrew Scriptures/Old Testament is a holy scripture in both Jewish and Christian traditions. Therefore, it is the basis of 

both religions' thinking and has influenced profoundly world culture and thinking. This course aims for students to learn about 

Genesis 1-11, one of the most interpreted passages though the centuries. This passage contains the biblical views of man, the 

world, and God. The purpose of this class is to understand basic academic discussions and various interpretations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、創世記 1－11 章に記される物語について学ぶ。その際に、絵画などの視覚資料も活用しながら、１）これまでのユ

ダヤ教・キリスト教での解釈、２）近代聖書学の学問的な成果と、３）現代の解釈の多様性について、説明していく。 

 

This course teaches the stories in Genesis 1-11. At the same time, while utilizing visual materials such as paintings, the 

instructor explains past interpretations in Judaism and Christianity, academic achievements in modern biblical studies, and the 

spread of modern interpretations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション （Introduction) 

2. 創造物語① （Creation [1]) 

3. 創造物語② （Creation [2]) 

4. エデンの園物語① （Eden Narrative [1]） 

5. エデンの園物語② （"Eden narrative [2]） 

6. エデンの園物語③ （"On Eden"[3]) 

7. カインとアベル物語 （"Cain and Abel") 

8. カインの子孫とセトの系譜 （Cain's descendants and the Line of Seth) 

9. ネフィリム物語 ("Nephilim") 

10. 洪水物語① （"the Flood" [1]) 

11. 洪水物語② （"the Flood" [2]) 

12. ノアの泥酔  ("Noah's drunkness") 

13. バベルの塔  ("Tower of Babel")  

14. まとめ(Review) 

 

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

2 回目以降毎回、指定された聖書箇所を読み、要約およびコメントをまとめて提出する。詳細は初回授業で指示する。Each of 

class, students are required to read biblical passage ,to write a summary and comment, and to submit it. For more information, 

instructor directs it in the first class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート（Report）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

聖書翻訳。訳・言語は特に問わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. G. フォン・ラート、1993、『ATD 旧約聖書註解 創世記』、ATD・NTD 聖書刊行会 
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2. C. ヴェスターマン、1993、『コンパクト聖書注解 創世記』、教文館 (ISBN:4764218321) 

3. 月本昭男、1996、『リーフ・バイブルコメンタリー 創世記』、日本基督教団出版局 (ISBN:4990019733) 

詳細な参考文献については授業中に説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は原則として講義形式で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA458 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA458／キリスト教学講義 ４ 

(Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書学２ 

担当者名 

（Instructor） 
田中 健三(TANAKA KENZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新約聖書の思想をテーマ毎に各文書横断的に理解する。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、新約聖書概論 

2. 旧約聖書のキリスト教的解釈１ 正典としての旧約聖書 

3. 旧約聖書のキリスト教的解釈２ 新約聖書の中で旧約聖書をどのように理解したか 

4. 新約聖書の神論 1 神概念 

5. 新約聖書の神論２ 神の支配 

6. 新約聖書のキリスト論１ キリスト論的発言 

7. 新約聖書のキリスト論２ イエスの活動とキリスト論 

8. 新約聖書の聖霊論 

9. 新約聖書の三位一体論 

10. 新約聖書の人間論 被造物および罪人としての人間 

11. 新約聖書の律法理解 

12. 新約聖書の救済論１ イエスの死の救済力 

13. 新約聖書の救済論２ 救済の宣明 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

リアクションペーパー以外に授業内で何らかの発表の機会がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

新約聖書を各自用意し、授業時に持参すること。詳細は初回の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

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

2. フェルディナント・ハーン、2019、『新約聖書神学Ⅱ下』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818408791) 

その他参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA459 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA459／キリスト教学講義 ５ 

(Lectures on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史１ 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、キリスト教は「神秘(mystery)」を核心に据えた宗教であるという観点から、キリスト教思想の性格や特徴を考察す

る。この観点に立って、「イエス＝キリスト」という神秘をとらえるさまざまな可能性を示し、さらに、神秘思想(mysticism)とはそもそ

も何か、なぜひとは「神秘」的なものに惹かれるのかを論ずる。キリスト教神秘思想についての歴史的知識を与えるとともに、その

今日的意義について考察するためのさまざまな題材を提供することがこの授業の目的である。 

 

The purposes of this course are to provide historical knowledge of Christian mysticism and to present various problems for 

considering its significance today. For that purpose, the course examines the nature and characteristics of Christian thought 

from the perspective that Christianity is a religion with "mystery" at its core. From this perspective, the course explains the 

various possibilities of capturing the mystery of Jesus Christ. Furthermore, it discusses what mysticism is and why people are 

attracted by something "mystic." 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義の前半では、古代地中海世界における神秘思想の諸形態と対比しながら、キリスト教において「神秘」が占めている位置と

意義を明らかにしたい。後半では、近現代世界のキリスト教がどのような神秘思想を生んできたかに注目し、その内容と重要な論

点を解説したい。扱う題材やキーワード、思想家の名前を以下の授業計画欄に示すが、受講状況によって変更の可能性がある。 

 

The course's first half clarifies the position and significance of "mystery" in Christianity, comparing it with various forms of 

mysticism in the ancient Mediterranean world. The second half focuses on what mystical thoughts emerged in modern 

Christianity and explain those thoughts' important issues. Topics, keywords, and thinkers' names are shown in the course 

schedule below but might change depending on the attendance situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「神秘」という言葉 

2. 神秘思想の原型：古代密儀宗教 

3. 哲学と神秘：イデアの直観 

4. イエスの教え：「神の国」の秘儀 

5. キリストとの合一：パウロの神秘主義 

6. キリスト教教義の根幹：「受肉」 

7. 神秘の闇：ディオニュシオス・アレオパギテスの神秘神学 

8. 近代の神秘主義：体験と他者 

9. 秘の「東洋」：ショーペンハウアー、瞑想、ZEN 

10. 神秘体験の諸相：ウィリアム・ジェイムズ、瞑想、ドラッグ、脳 

11. 秘められた知：近代魔術、オカルティズム、秘密結社 

12. 陶酔と暴力：デュルケム、バタイユ、ジラール 

13. 不幸と愛と美：シモーヌ・ヴェイユ、マザー・テレサ 

14. 現代の神秘思想 

 

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

授業時間外の学習についての指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリント資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA461／キリスト教学講義 ７ 

(Lectures on Christian Studies 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較宗教学１ 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教学における問題設定や分析方法についての基礎的な知識を獲得し、「宗教」現象への学問的なアプローチの仕方を習得す

る。 

 

The purpose of this course is to gain basic knowledge on a range of issues and methods in religious studies. By doing so, 

students learn how to approach "religious" phenomena academically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、比較宗教学についての総論である。宗教学とは、「宗教」と呼ばれる現象を取り扱う学問だが、近年、その概念の自明

性が批判されている。そうした「宗教」概念の批判を踏まえたうえで、宗教学における四つの分析手法、すなわち、「宗教史的」「宗

教現象学的」「宗教社会学的」そして「宗教人類学的」なアプローチを明らかにしていく。講義の最後では、こうした学問的アプロー

チ、あるいは「知」の体系が支配的になった政治的、権力的な構造を分析する。 

 

This course focuses on the methodology of religious studies or comparative religion. The subject of religious studies is obviously 

"religion." However, many have questioned the self-evident nature of such a concept, primarily due to recent development of 

various "critical" approaches in religious studies such as post-colonial, feminist, and racial theories. Being mindful of this 

development, the course then focuses on the four traditional approaches to the study of religion: history, phenomenology, 

sociology, and anthropology. In the end, the course returns to the critical approaches and focuses on the political dimension as 

well as the function of power in development of the episteme of religious studies.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―「宗教」とは？ 

2. 宗教史的アプローチ① 

3. 宗教史的アプローチ② 

4. 宗教現象学的アプローチ① 

5. 宗教現象学的アプローチ② 

6. 宗教社会学的アプローチ① 

7. 宗教社会学的アプローチ② 

8. 宗教人類学的アプローチ① 

9. 宗教人類学的アプローチ② 

10. 宗教心理学的アプローチ① 

11. 宗教心理学的アプローチ② 

12. 「宗教」と政治の問題① 

13. 「宗教」と政治の問題② 

14. 最終テスト（論述式） 

 

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

毎週必ず課題箇所を読み、簡単なまとめを準備する。授業内で課題を読み、その場でまとめることもある。その上で、グループで

の議論に参加し、発言が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループでの議論への取り組み（リアクションペーパーを含む）(30%)/指示された提出物（課題箇所のまとめ）(30%)/最終授業時論

述テスト(40%) 

三回以上の無断欠席は、自動的に対象者の評定を一段落さげることにつながる。また次の行為も評定を一段落さげる対象とな

る。居眠り、演習の内容と関係ない目的での電子機器の使用、脱線の範囲を超えた私語。 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回目の講義時に指示される。それ以降は、ブラックボードを参照すること。 



 - 121 - 

 

参考文献（Readings） 

第一回目の講義時に指示される。それ以降は、ブラックボードを参照すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA463／キリスト教学講義 ９ 

(Lectures on Christian Studies 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
神学思想１ 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 佐和子(FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、（1）現代のエキュメニカル運動についての基礎的知識を得ること、 （2）今日のエキュメニカルワーカーたちが対峙して

いる新しい神学的課題について探求することを目標とする。 

 

The purposes of this course are (1) to develop understanding of the modern ecumenical movement and (2) to explore new 

theological challenges facing ecumenical workers today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、現代のエキュメニカル運動についての幅広い神学的考察に取り組みます。講義では、平和と正義、ジェンダーとセク

シュアリティ、エコフェミニズムなどにかかわる主要な神学的諸課題、初めてのエキュメニカル地域協議体であるアジア・キリスト

教協議会（CCA）の働きについても紹介します。 

 

This course aims to provide a broad theological survey of the modern ecumenical movement. This includes the contents and 

significance of major theological issues of justice and peace, gender and sexuality, and ecofeminism, and an introduction to the 

works of the first ecumenical regional organization, the Christian Conference of Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：キリスト教における諸教会 

2. エキュメニカルとは何か 

3. 三つの潮流？ 

4. 女性の参加、ジェンダー公正（gender justice） 

5. エキュメニカル教育が目指すもの 

6. 国連アドボカシー 

7. 環境正義（eco-justice）① 

8. 環境正義（eco-justice）② 

9. ラテンアメリカのエコフェミニスト神学 

10. セクシュアリティ① 

11. セクシュアリティ② 

12. アジアにおけるエキュメニカル運動① 

13. アジアにおけるエキュメニカル運動② 

14. まとめ ＋最終レポート提出 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回授業後のリアクション・課題提出物(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

【変更前】最終レポート（40%）、出席およびコメントカード（60%） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の人数、理解度、関心等に合わせて、授業計画を適宜変更する可能性がある。授業内容に関連するイベント、会議、プレ
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スリリース等の情報発信が国内外において行われた場合には、授業内で紹介することがある。スライドの撮影、講義の録音・録

画は認めない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA466 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA466／キリスト教学講義 １２ 

(Lectures on Christian Studies 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教倫理学２ 

担当者名 

（Instructor） 
田島 靖則(TAJIMA YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「愛」をその根本原理に据えるキリスト教倫理の視点を学ぶことにより、単なる「社会規範」としての倫理ではない、それぞれの人

間の生き方そのものとしての決断を、模索したいと考える。 

 

Learning through the principle of Christian ethics based on “love,” this course considers individual decisions more than “social 

morality.”  

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教倫理の視点には、保守的立場とリベラルな立場の両面からの検証が必要である。いわゆる保守的な「聖書主義」「伝統

主義」の立場には固執せず、自由な議論を許容する姿勢が求められる。 

本科目においては、特に生命倫理（バイオエシックス）のケーススタディをとおして、「愛すること」における生命操作の是非につい

て考えてみたい。 

取り扱うトピックは、「安楽死・尊厳死」「人工妊娠中絶」「優生思想」「生殖補助医療」等。 

本科目は講義とディスカッション形式により進められる。 

 

For a viewpoint on Christian ethics, having the dual sides of liberal and conservative thinking is necessary. We need liberal 

conversation just to discuss “fundamentalism” or “traditionalism.” 

This course considers “bio-manipulation” because of the motive for “love” through cases of clinical medical ethics, topics of 

euthanasia, abortion, eugenics, and bio-medical technologies.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命倫理（バイオエシックス）の歴史 

2. 尊厳死・安楽死１. 「カレン・クィンランの事例」 

映画「海を渡る夢」（DVD） 

3. 尊厳死・安楽死２.  

「ナンシー・クルーザンの事例」「ヘルガ・ワングリーの事例」 

4. 尊厳死・安楽死３. 「エリザベス・ボービアの事例」 

5. 尊厳死・安楽死４. 「ラリー・マカフィーの事例」 

映画「ハッピーエンドの選び方」（DVD） 

6. 「障がい」を持って生きるということ 

「障害学」検証 

7. ジョーゼフ・フレッチャーの「状況倫理」 

8. 医師による死の幇助  

「ジャック・キボーキアン医師の事例」「ティモシー・クィル医師の事例」 

9. 優生思想・人工妊娠中絶１. 「ケネス・エデリン医師の事例」 

10. 優生思想・人工妊娠中絶２. 「ベビー・ジェーン・ドウ事例」 

11. 優生思想・人工妊娠中絶３. 「プロライフ vs. プロチョイス」 

映画「スリー・ウイメン」（DVD） 

12. 新型出生前診断と染色体異常胎児の中絶 

着床前スクリーニング（PGS）と卵子核移植 

13. ヒトゲノム編集とデザイナーベイビー 

14. 報道検証 

「生命倫理における、国内外の最新トピック」 

 

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

講義はさまざまな事例を通して、生命倫理のトピックを各自が考えることに主眼が置かれる。したがって、講義の後に自分でその

内容を振り返り、問題点を整理しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. グレゴリー・Ｅ・ペンス、2000、『医療倫理<1>』、みすず書房 (ISBN:4-622-04114-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA468 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA468／キリスト教学講義 １４ 

(Lectures on Christian Studies 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教心理学 

担当者名 

（Instructor） 
長下部 穣(OSAKABE YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、①様々な現代社会問題に対する宗教者の応答の方法を理解し、②それらの構造を分析し、③現代社会における宗教

の役割と限界について、またそれらの複雑性について批判的に論じることができるようになることである。 

 

The purposes of this course are: (1) to understand contemporary religious thoughts on various social problems, (2) to analyse 

structures of these thoughts, and (3) to examine critically the roles and limitations of religion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ある者は、教会離れの現象を基に「世俗化論」を支持するが、一方で、宗教はいまだに人々の道徳的・政治的生活に深く根ざして

いると主張している。さらに、以前は宗教は自由民主主義にとって百害あって一理なしと論じていた何人かの現代社会理論家

は、彼らの立場を再検討している。彼らは、現代において、宗教は市民として感覚を取り戻したり、社会問題を分析するための文

化的資源を提供できると信じるに至ったのである。しかしながら、いくつかの研究は、宗教者は様々な困難に遭遇すると指摘す

る。なぜなら、公共圏で宗教者が自らの神学的理想をコミュニケーションする際、信仰を基にした倫理はたびたび摩擦やジレンマ

を生み出すからである。この現実の多様な例証を調査しながら、本講義は、宗教グループや宗教者が今日の社会の様々な問題

ーすなわち、犯罪、戦争、環境、地域・国際開発、そして少数者の権利ー、にどう向き合っているかを探求する。本講義を通して、

受講生は現代の宗教者の基本的な思考方法やそれらについての社会理論を理解し、現代宗教の可能性と限界を批判的に論じ

ることができるようになる。 

 

While some defend "secularisation theory" on the basis of a decline in church attendance, others counter this hypothesis by 

claiming that religion is still deeply rooted in people’s moral and political lives. Moreover, some contemporary social theorists, 

who previously thought religion does more harm than good for liberalism, have reconsidered their position. They now believe 

that religion contributes to a retrieval of our sense of citizenship and provides cultural resources for social diagnosis. However, 

other studies also indicate some challenges of religious social engagement because faith-based ethics often create friction and 

dilemmas when religious adherents attempt to communicate their theological ideals in the public sphere. While examining some 

of the many examples of this reality, this course explores how religious groups and individuals engage in various major problems 

of today’s society: crime, war, environment, local and international development, and minority rights. Through this course, 

students gain basic knowledge in contemporary religious thought as well as social theories of religion, learn to analyze social 

problems sociologically, and critically examine the potentials and limitations of the role of religion in the modern age. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序：公共圏における信仰の役割の再検討 

2. Faith in the City：英国国教会の法と秩序 

3. 北米メノナイトと修復的正義運動 

4. ロスト・イン・トランスレーション：刑事事件における「赦し」の問題 

5. 神の名による暴力：グランドゼロの宗教 

6. キリスト教平和主義と正戦論の神学 

7. 日本における宗教と国家の問題 

8. 原子力に対する日本のキリスト者の応答 

9. 信仰を基にした地域開発：イングランドを例に 

10. 信仰と国際開発：持続可能な社会構築と宗教 

11. 私の隣人とは誰か：難民と環境 

12. サクラメントの守護者？：同性婚をめぐる教会の対立 

13. 無宗教の台頭：無神論者の信念と権利とは 

14. 宗教者はなぜ公共の問題に関わろうとするのか：そのわけ、方法そして倫理 

 

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

学生は、前週に講師が提示する課題の予習が求められる 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内に指示した提出物(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自が購入する必要のあるテキストはありません 

 

参考文献（Readings） 

1. 島薗進ら編、2014、『宗教と公共空間ー見直される宗教の役割』、東京大学出版 (ISBN:4130104101) 

参考文献は授業の中で適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 128 - 

■AA470 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA470／キリスト教学講義 １６ 

(Lectures on Christian Studies 16) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において、教育は、社会の仕組みやその変化のキーポイントとなってきた。教育の理解が深まれば深まるほど、社会の

仕組みやその変化の理解が深まる。こうした教育と関わるキリスト教ならびに宗教的な問題に光をあてることで、現代社会におけ

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is one of the keys for social mechanisms and their changes. The more students deepen 

their understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By 

shedding light on issues of education related to Christianity and other religions, this course is designed for students to gain 

insights on the place and role of Christianity and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで、キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。「キリスト教と教育１」では日本に重

点をおくが、本講義では日本以外の国を対象とする。キリスト教が多数派の国々のうち、欧米諸国に加え、アジアからフィリピンを

取り上げ、そこでの公教育と宗教の問題をみていく。 

 

Among education-related issues, the issues involved with religions, especially with Christianity, will be chosen for discussion. 

While "Christianity and Education 1" focuses on Japan, this course focuses on countries other than Japan. Europe and America 

as well as the Philippines from Asia will be selected, and issues concerning public education and religion in those countries will 

be studied. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. キリスト教教育をみる視点 

3. 欧米諸国１ 

4. 欧米諸国２ 

5. 欧米諸国３ 

6. 欧米諸国４ 

7. 欧米諸国５ 

8. フィリピンの宗教教育:背景 

9. フィリピンの宗教教育:制度成立１ 

10. フィリピンの宗教教育:制度成立２ 

11. フィリピンの宗教教育:制度展開１ 

12. フィリピンの宗教教育:制度展開２ 

13. フィリピンの宗教教育:制度展開３ 

14. 総括 

 

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

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間内に Blakboard で複数回行う小テスト(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

2. 市川誠、1999、『フィリピンの公教育と宗教』、東信堂 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA472／キリスト教学講義 １８ 

(Lectures on Christian Studies 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアのキリスト教２ 

担当者名 

（Instructor） 
朱 海燕(ZHU HAIYAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国キリスト教史についての知識と理解を深めるとともに、キリスト教が近代中国に与えた影響と中国人の反応を考える。 

 

This course aims to help students promote deeper understanding of the history of Christianity in China, emphasizing how 

Christianity impacted China in the modern period and how Chinese people reacted to the different culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国近代史の流れのなかで、「近代化」や「反キリスト教事件」をキーワードに、異文化間の交流と衝突の視点から近代中国とキ

リスト教の関係を丹念に追っていく。 

 

The two keywords for this course are Modernization and Anti-Christian Cases. This course encourages students to learn the 

history of the relationship between Christianity and modern China from the perspective of cultural intercourse and cultural 

antagonism by providing specific historical cases related to the keywords. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代以前の中国とキリスト教 

2. アヘン戦争 

3. 太平天国運動とキリスト教 

4. 第二次アヘン戦争 

5. 洋務運動 

6. 反キリスト教事件（教案）の頻発 

7. 1870 年代の天津教案 

8. 宣教師と維新変法 

9. 義和団運動 

10. 辛亥革命とキリスト教 

11. 五四新文化運動と反キリスト教思潮 

12. 1920 年代の反キリスト教運動 

13. 中国キリスト教会の本色化 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業前に、指定された資料や参考書を読んでおくこと。 

必要に応じて高校の世界史教科書、下記参考書等に目を通し、中国史の基本的な事項について理解しておくこと。 

教員の指示にしたがって、レジュメや参考書を利用しながら、授業後の復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 2 回(70%)/リアクションペーパー(30%) 

3 分の 1 以上を欠席した場合は、成績評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 並木頼壽・杉山文彦編著、2011、『中国の歴史を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:9784750333434) 

2. 石川照子・倉田明子ほか、2016、『はじめての中国キリスト教史』、かんよう出版 (ISBN:9784906902750) 

3. 田中仁・菊池一隆ほか、2012、『新図説中国近現代史 日中新時代の見取り図』、法律文化社 (ISBN:9784589033918) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA474 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA474／キリスト教学講義 ２０ 

(Lectures on Christian Studies 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの宗教２ 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 佐和子(FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、（1）アジアの宗教についての基礎的な知識・理解を得ること、（2）社会と宗教におけるジェンダー役割の関係性につい

て探求すること、（3）フェミニスト神学の展開に対する女性たちの貢献に対する気づきを得ることを目標とする。 

 

This course aims: (1) to develop knowledge and understanding of religious traditions in Asia; (2) to explore the relationship 

between gender roles in societies and religions; and (3) to develop awareness of the particular contribution of women to the 

development of feminist theology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジアの女性たち（Asian women）は世界人口の 4 分の 1 を占めるという事実にもかかわらず、彼女たちの声、神学的考察、貢献

についての等閑視は、世界レベルで広く行き渡り、維持されてきたが、それはアジア地域のレベルにおいても同様である。本講義

では、宗教がジェンダーやセクシュアリティについての理解や想定（思い込み）に影響を与えてきたかに注目しながら、アジアの主

要な宗教（キリスト教、仏教、イスラーム、ヒンドゥー教、仏教）と女性たちのかかわりについて検討する。 

 

Despite Asian women comprising more than a quarter of the world’s population, ignorance about Asian women, their voices, 

theological reflections, and contributions is widespread and persistent at a global level, but the same is true at regional level in 

Asia. This course examines the intersection among the major religions in Asia (Christianity, Buddhism, Islam, Hinduism, and 

Confucianism) and women, considering the ways in which religion informs understandings and assumptions about gender and 

human sexuality. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：アジアの宗教と女性たち 

2. キリスト教と女性たち① 概説 

3. キリスト教と女性たち② 聖書的伝統 

4. キリスト教と女性たち③ 翻訳の問題 

5. キリスト教と女性たち④ 事例研究 1 

6. キリスト教と女性たち⑤ 事例研究 2 

7. 仏教と女性たち① 概説 

8. 仏教と女性たち② 事例研究 

9. イスラームと女性たち① 概説 

10. イスラームと女性たち② 事例研究 

11. ヒンドゥー教と女性たち① 概説 

12. ヒンドゥー教と女性たち② 事例研究 

13. 儒教と女性たち 

14. まとめ ＋最終レポート提出 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびコメントペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology. 2008. Introduction to Asian Feminist Perspectives on Religions: 
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Toward Interfaith Dialogue (Modules on Asian Feminist Theologies, Book 3). AWRC (ISBN:978-983-4038-44-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の人数、理解度、関心等に合わせて、授業計画を適宜変更する可能性がある。授業内容に関連するイベント、会議、プレ

スリリース等の情報発信が国内外において行われた場合には、授業内で紹介することがある。スライドの撮影、講義の録音・録

画は認めない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA476 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA476／キリスト教学講義 ２２ 

(Lectures on Christian Studies 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と美術２ 

担当者名 

（Instructor） 
中西 麻澄 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教美術の基礎を理解し、代表的な作品についての知識を増やす。  

 

Understand the basics of Christian art and increase your knowledge of typical Christian art works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『聖書』のテキストを読みながら、ルネサンス、バロック時代の代表的な美術作品を見ていきます。そのための基本となる「キリスト

教図像学」を解説するとともに、作家や時代によって異なる「表現」の読み取り方も考察します。 

 

Read the Bible, study Christian iconography, art works in the Renaissance and Baroque and art expressions that vary depending 

on the artist and the period. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに／『創世記』（１） 

プッサン《四季》 

2. 『創世記』（２） 

カラヴァッジョ《イサクの犠牲》  

3. 『出エジプト記』 

ボッティチェリ《モーセの試練》  

4. 『サムエル記』『ユディト記』 

ミケランジェロ《ダヴィデ》  

5. 新約聖書の美術（１）時代背景／四福音書と美術表現 

ヨセフス『ユダヤ戦記』『ユダヤ古代誌』  

6. 新約聖書の美術（２）キリスト伝 

システィーナ礼拝堂壁画 

7. 幼児伝（１） 

ジョット《マリア伝連作》スクロヴェーニ礼拝堂壁画  

8. 幼児伝（２）  

ゴッツォリ《マギの旅》 

9. 公生涯（１） 

フィリッポ・リッピ《ヘロデの宴》  

10. 公生涯（２） 

ラファエロ《変容》  

11. 受難伝（１） 

レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》 

12. 受難伝（２） 

リュベンス《キリスト昇架》《キリスト降架》の三連祭壇画  

13. 受難伝（３） 

カラヴァッジョ《キリストの埋葬》  

14. 復活、出現、昇天／聖人図像 

ピエロ・デッラ・フランチェスカ《復活》／ベルニーニ《聖女テレサの法悦》 

  

 

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

授業で読む箇所以外も、『聖書』を読みましょう。 

図書館や美術館で美術作品をたくさん見て下さい。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回授業時に、テキスト資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2019、『聖書 聖書協会共同訳 旧約聖書続編付き』、聖書協会 (ISBN:978-4-8202-1347-5) 

2. 1985、『新潮世界美術辞典』、新潮社 (ISSN:00364385) 

3. 佐々木英也ほか、1992-、『世界美術大全集 西洋編 イタリア・ルネサンス』、小学館 (ISBN:4096010111) 

4. 神吉敬三ほか、1994-、『世界美術大全集 西洋編 バロック』、小学館 (ISBN:4096010162) 

各回の参考文献は、配布資料の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA478 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA478／キリスト教学講義 ２４ 

(Lectures on Christian Studies 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と音楽２ 

担当者名 

（Instructor） 
國友 淑弘(KUNITOMO YOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アフリカ系アメリカ人音楽、 特に宗教音楽としての黒人霊歌、ゴスペル音楽を理解すること 

 

This course aims for students to understand African-American music, especially Black Spirituals and Gospel Music as religious 

music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には講義形式。歴史的な録音、ビデオを通して、奴隷制度、差別制度と共に発展したアフリカ系アメリカ人の宗教音楽をた

どる。 

 

This course uses a lecture format to trace, 

through historical recordings and videos, African American religious music that evolved along with slavery and discrimination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アフリカ系アメリカ人の社会的立場と音楽の紹介 

Introduction to African American Social Position and Music 

2. アフリカにおける音楽ルーツ 

Music Roots in Africa 

3. 西インド諸島からアメリカに至る音楽の紹介 

Introduction to Music from the West Indies to the United States 

4. 19 世紀末まで：黒人霊歌 

Until the End of the 19th century: Black Spirituals 

5. 20 世紀初期のゴスペル音楽ルーツと発展 

Gospel Music Roots and Development in the early 20th Century 

6. 公民権運動と音楽 

Civil Rights Movement and Music 

7. 中間筆記テスト  

Midterm Writing Test 

8. 1950-1960 年代：モダンゴスペルとソウルミュージックの台頭 

1950-1960's: The rise of Modern Gospel and Soul Music 

9. 1970-1980 年代：後期モダンゴスペルとゴスペル音楽の基本演奏法 

1970-1980's: Late Modern Gospel and Basic Performances of Gospel Music 

10. 1990-2000 年代：アーバンゴスペルとヒップホップの台頭 

1990-2000's: The Rise of Urban Gospel and Hip-Hop 

11. 2010 年以降：ゴスペル音楽の現在 

After 2010: Gospel Music Today 

12. 映画の中のゴスペル音楽 

Gospel Music in the movies 

13. 日本のゴスペル音楽 

Gospel Music in Japan 

14. 最終筆記テスト 

Final Writing Test 

 

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

授業時間外の復習は、主にオンラインリソース（YouTube 等）と録音を使ってゴスペル音楽の演奏を鑑賞すること。 必要に応じて

プリントを配布する。  

This will mainly cover watching Gospel Music performances using online resources (such as YouTube) and recordings. Distribute 

handouts as needed. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および課題(Attendance and Paper)(30%) 

【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)40%, 中間テスト(Midterm Test)30%, 出席および受講態度(Attendance and 

Attitude)30%） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA480 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA480／キリスト教学講義 ２６ 

(Lectures on Christian Studies 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術史２ 

担当者名 

（Instructor） 
大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの芸術文化の根幹をなすルネサンスとゴシック。単純に古典主義と反古典主義と割り切ることもできないこの二つの造

形概念の本質を理解すること。 

 

Renaissance and Gothic art are the fundamental concepts of European art and culture. This course aims for students to 

understand the essence of these two artistic forms that cannot be divided simply into classicism and anti-classicism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ芸術の近代は 15・16世紀のイタリア＝ルネサンスに始まり、それ以前の芸術はルネサンス人によって「ゴシック（ゲル

マン民族の一派「ゴート族」の形容詞）」と蔑称された。狭義には 13-15 世紀のヨーロッパ芸術を指す概念であるゴシックは、広義

には古典的な形体に対する野蛮、地中海文化に対する北方（アルプス以北）の異民族文化、ギリシア・ローマの古代芸術にあら

ざる中世ヨーロッパ芸術を意味するものと解釈された。古典古代（ギリシア・ローマ）文化の「再生」を意味するルネサンスと北方ヨ

ーロッパ発祥のゴシックは、どのような芸術概念であり、どのような芸術形体であるのか――。芸術史（建築・彫刻・絵画）の展開

を追いながら、二つの芸術様式の美、作用と反作用、総合と矛盾について考察してゆく。 

 

The modern era of European art began with the Italian Renaissance in the 15th and 16th centuries. Renaissance people 

derogatorily called previous art "Gothic" (the adjective form of the term Goths, a Germanic tribe). In a narrow sense, the term 

“Gothic” refers to 13th-to 15th-century European art, while in a broad sense, it was interpreted as barbarian (opposed to 

classical forms), as northern or trans-alpine culture (different from Mediterranean), and as  European medieval art that cannot 

be classical  (of ancient Greece and Rome). What kind of artistic concepts are Renaissance, which means the rebirth of 

Antiquity? And Gothic, which originated in northern Europe? What kinds of artistic forms are there? Tracing the development of 

art history (architecture, sculptures, paintings), students consider the beauty of two artistic styles, action and reaction, and 

synthesis and contradiction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「ゴシック vs ルネサンス」 

2. ゴシック大聖堂の誕生 

3. ゴシック建築の波及と各地の反応 

4. 彫像の再生：1200 年頃の古代風様式からゴシック彫刻の形成へ 

5. ゴシック絵画：線描、色彩、装飾性 

6. 14 世紀イタリアの新芸術（Ars nova）：ジョットとシモーネ・マルティーニ 

7. 1400 年頃――国際ゴシック様式 

8. ゴシックからルネサンスへ 

9. 初期ルネサンス美術 1（1420-1450 年頃）：ブルネレスキ、ギベルティ、ドナテッロ 

10. 初期ネーデルラント絵画（1420-1460 年頃）：ファン・エイクとロヒール・ファン・デル・ウェイデン 

11. 初期ルネサンス美術 2（1450-1500 年頃）：フィレンツェ派とヴェネツィア派 

12. 盛期ルネサンス芸術（1500-1530 年頃）：レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ 

13. アルブレヒト・デューラー（1471-1528 年）の芸術 

14. 総括：ルネサンスとゴシックの遺産 

 

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

授業はパワーポイントによるスライド映写と口述によって進めます。受講者にはノートをとり、作品を記憶し、文脈を理解してほし

いと思います。美術は宗教的主題であれ、世俗的主題であれ、第一に造形物ですから、はじめに目で感覚され、次いで脳に記憶

され、最後に心で解釈されるものです。何よりも作品に好奇心を抱くことが大事ですから、授業では感覚を働かせてください。そし

て現在はインターネット上で、高精細の画像を閲覧することが可能です。授業外ではネット上で気になった作品を見たり、好奇心

に応じて参考図書などにあたってください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびリアクション・ペーパー(40%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

授業中に私語をかわすこと、居眠り、スマホ、パソコンの利用を禁止します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田喜四郎・黒江光彦編、1995、『ゴシック１』（世界美術大全集 西洋編 9）』、小学館 

2. 佐々木英也・冨永良子編、1994、『ゴシック２』（世界美術大全集 西洋編 10）』、小学館 

3. 佐々木英也・森田義之編、1992、『イタリア・ルネサンス１』（世界美術大全集 西 洋編 11）』、小学館 

4. 久保尋二・田中英道編、1994、『イタリア・ルネサンス２』（世界美術大全集 西 洋編 12）』、小学館 

5. 勝國興編、1994、『北方ルネサンス』（世界美術大全集 西洋編 14）』、小学館 

6. R. Toman (ed.). 2007. Gothic Art. Architecture-Sculpture-Painting. h.f.ullmann 

7. R. Toman (ed.). 2015. The Art of the Italian Renaissance Art. h.f.ullmann 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA482 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA482／キリスト教学講義 ２８ 

(Lectures on Christian Studies 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教音楽学２ 

担当者名 

（Instructor） 
ショウ，Ｓ．(SHAW,SCOTT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

して、オルガンのために作曲された曲目と作曲者を紹介する。 

 

The purpose of this course is to gain an understanding of the 2000-year history of the pipe organ. The design, construction, and 

structure of the instrument itself as well as its history and music will be examined. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

いる楽器の役割を確認する。 

 

This course will be conducted primarily with lectures, class discussions, and visits to organs. Attendance at organ concerts and 

church or chapel services allows students to understand the role of the pipe organ today.  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

2. 見学：池袋キャンパスチャペル会館マグノリアルームのオルガン 

3. 講義：ヨーロッパのルネサンス時代オルガン 

4. 講義、オルガンの演奏：バロック時代のオルガン（主にドイツとフランス）、クイズ１ 

5. 講義、オルガンの演奏：イギリスのオルガン、その１（1660〜1830 年） 

6. 講義：イギリスのオルガン、その２（1830-2000) 

7. テスト１ 

8. 見学、オルガンの演奏：池袋キャンパスチャペルのオルガン 

9. 講義：ロマン派時代のオルガン（主にドイツとフランス） 

10. 大学礼拝出席（日曜日、又は金曜日夕方の礼拝）、クイズ２ 

11. 講義、ディスカッション：オルガンと現代日本キリスト教との関係を考える 

12. オルガンリサイタルの出席 

13. 講義、パイプオルガン以外のオルガン：リードオルガン、電子オルガン、ハモンドオルガン、エレクトーン 

14. テスト２ 

 

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

大学礼拝とオルガンリサイタル（Ⅰ回ずつ）の出席、テキストのリーディング 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ショートレポート（3 回, 各 20％）(60%)/ファイナルレポート(40%) 

ショートレポート：1 回の授業に対して 600 字以上。 ファイナルレポート(40％)：2000 字以上、オルガンについてのアカデミックレポ

ート。内容は各学生と後日相談【変更前】平常点 100%：中間テスト(30%) 、期末テスト(30%) 、クイズ１(20%) 、クイズ２(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松井直美、他、2019、『オルガンの芸術』、道和書院 (ISBN:978-4-8105-3002-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 椎名雄一郎、2015、『パイプオルガン入門』、春秋社 (978-4-393-931198-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA485 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA485／キリスト教学講義 ３１ 

(Lectures on Christian Studies 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と映画１ 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

※2021 年度以降廃止，隔週・2時限連続開講 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画作品に含まれているキリスト教的要素を抽出して解釈すると共に、その映画作品がキリスト教的要素を用いつつ語ろうとして

いることとは何かを読み取り、それを語りかけられている我々の問題として考察していく。 

 

The purposes of this course are to extract and interpret Christian elements found in movies, construe what the movies intend 

to convey to us using Christian elements, and consider such messages as our own issues.  

 

授業の内容（Course Contents） 

2020 年度については「注意事項」を了解の上履修すること。 

 

まず全員で映画作品を鑑賞する。受講者には出席票を兼ねたコメントペーパーに作品の分析や解釈（キリスト教との関連も含

め）、感想、質問などを記入してもらい、授業終了時に提出してもらう。記入してもらったものの幾つかは、提出者の許可が得られ

れば、個人が特定されないようにした上で共有したいと思っている。 

講義は、提出してもらったコメントの紹介や、疑問への応答、コメントへの応答などをしていくことによって、その映画作品が語ろう

としていることを我々自身の問題として受け止めて考察していくというように進めていくため、積極的に参加してくれることを望む。 

 

なお、扱う映画作品に関しては、受講者にアンケートをとった上で最終的に決めたい。 

また、授業のスケジュールに関しては、鑑賞する映画作品や受講者の興味や人数などによって適宜調整する予定である。 

 

In this course, students watch movies that connect with Christianity and submit a comment sheet (reaction paper) afterward, 

which also serves as confirmation of attendance. The reaction paper includes students' analysis and interpretation (including the 

relation with Christianity), comments, questions, etc. Some might be shared among other students anonymously, provided that 

the submitter agrees to do so. 

Course activities involve sharing submitted comments, answering questions, and considering comments. Through such activities, 

students consider, as their own issues, what the movies intend to convey. 

Which movies to watch are based on students' opinions and interests. 

The course schedule is adjusted as necessary according to the chosen movies and the interests and number of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋映画作品鑑賞 

2. （隔週 2 コマ連続） 

3. 講義＋映画作品鑑賞 

4. （隔週 2 コマ連続） 

5. 講義＋映画作品鑑賞 

6. （隔週 2 コマ連続） 

7. 講義＋映画作品鑑賞 

8. （隔週 2 コマ連続） 

9. 講義＋映画作品鑑賞 

10. （隔週 2 コマ連続） 

11. 講義＋映画作品鑑賞 

12. （隔週 2 コマ連続） 

13. 講義＋映画作品鑑賞＋最終レポート提出 

14. （隔週 2 コマ連続） 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 



 - 143 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパー(40%)/最終レポート(40%)/授業への参加姿勢・協力度(20%) 

単位修得には、原則として 2/3以上の出席（授業内での「出席フォーム」への登録とコメントペーパーの提出によって出席としま

す）、最終レポートの提出が必要です（最終レポートの詳細は別にご案内します）。また、他の受講者の迷惑になるような行為はご

遠慮ください（酷い場合は、大幅に減点します）。また、各自で映像作品を視聴できる環境を整えてください。<BR>【変更前】平常

点(In-class Points)100% (出席した回のコメントペーパーの内容 40%授業への参加姿勢,30%期末レポート,30%) 単位修得には、原

則として 2/3 以上の出席（コメントペーパーの提出によって確認）、最終レポートの提出が必要。また、他の受講者の迷惑になる

ような行為は遠慮願う（酷い場合は、大幅に減点する）。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内容の性質上、私語はもちろんのこと、音の出る物や光を発する物のご使用はご遠慮願います。 

 

注意事項（Notice） 

「映画の視聴環境は履修者自身で準備する必要がある。上記シラバス中で「コメントペーパー」とあるところは「授業内での相互討

議」としても行われる。そのほか「授業の目標」達成のために必要な変更や指示は担当者の判断で適宜授業内で行う。第一回授

業に必ず出席すること。」 
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■AA487 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA487／キリスト教学講義 ３３ 

(Lectures on Christian Studies 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の礼拝１ 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

※2021 年度以降廃止 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の礼拝についての基礎的な知識を身につける。聖書と歴史によって構築されてきた礼拝に学び、現代における意義や

課題を考察する。 

 

The aim of this course is to learn the basics of Christian worship and liturgy. From the study of worship and liturgy that has 

been formed by the Bible and history, this course focuses on examining the significance and challenges of the present day. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教礼拝の根幹である、聖餐式（ミサ）とその音楽・聖歌（賛美歌）を中心に取り上げ、日本聖公会および立教学院の実践を

踏まえて講義する。映像や音楽資料も積極的に用いる。尚、礼拝の学びには、礼拝経験を必要とするので、受講者は、立教チャ

ペルや各地の教会で行われている礼拝へ（開講期間中、最低でも一回は）出席することを要望する。 

 

This course focuses on Holy Eucharist/Mass, which is the foundation of Christian worship and liturgy, and its music and chant 

based on the practices of the Anglican Church in Japan, or the Nippon Sei Ko Kai, and Rikkyo School. Videos and music will be 

used actively in the class. As learning liturgy requires service experience, students are asked to attend service in the Rikkyo 

Chapel or other churches (at least once during the lecture period). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教の礼拝とは（基礎と原理） 

2. 礼拝と「時」（教会暦の成立・発展） 

3. 礼拝の「時」を彩る音楽・聖歌 

4. 礼拝の「場」（教会建築） 

5. シンボルと祭服・祭具 

6. 聖餐式（ミサ）の起源と発展（古代） 

7. 聖餐式（ミサ）の進化と専門化（中世） 

8. 英国教会の聖餐式の成立と変化（宗教改革） 

9. 現在の『祈祷書』の聖餐式（20世紀～） 

10. 聖餐式の多様な姿 

11. 聖餐式の神学（サクラメント論）の差違 

12. 聖餐式（ミサ）の音楽・聖歌 

13. 聖餐式（ミサ）の準備 

14. 聖餐式（ミサ）の実践 

 

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

受講者は、立教学院のチャペルや各地の教会などを、自主的に見学し、礼拝にも積極的に参加すると、講義が体験的に、主体

的に学べるだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時のリアクション・ペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 具 正謨、2012、『論集 典礼と秘跡』、教友社 (ISBN:978-4-902211-77-1) 

2. 加藤博道、2015、『心を神に―礼拝への思索と実践』、聖公会出版 (ISBN:978-4-88274-282-1) 
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3. 1990、『日本聖公会 祈祷書』、日本聖公会管区事務所 

4. 2006、『日本聖公会 聖歌集』、日本聖公会管区事務所 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA492 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA492／キリスト教学講義３８ 

(Lectures on Christian Studies 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本宗教史 

担当者名 

（Instructor） 
丹羽 宣子(NIWA NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では「宗教」というレンズを通して、私達を取り巻く日本社会の成り立ちの理解を目指していきます。「日本人は宗教に関

心が薄い」とよく言われます。確かに特定の教団に属している人は多数派ではありませんが、私達の日常生活には宗教的な行動

は多くあります。それには歴史的な背景があります。このような視点から、現代日本社会と宗教の関わりについて考えていきま

す。 

 

This course aims for students to understand Japanese society through the lens of "religion." Certainly, Japanese people who 

belong to a particular religion are not the majority. However, they enact many religious behaviors in daily life. To understand this 

situation, students need to know the historical background. From this perspective, the course considers the relationship 

between modern Japanese society and religion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本社会と宗教の関わりについて、その歴史的背景や変遷を追いながら確認します。 

今日的な課題についても、歴史的視点を踏まえながら具体的事例を示しつつ考えていきます。 

 

To understand the relationship between modern Japanese society and religion, this course addresses the outline of the history 

of Japanese religion, and the instructor introduces  the contemporary issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：＜宗教＞を幅広い視点から捉えてみよう 

2. 統計データから見る日本人の宗教行動 

3. 神道の形成 

4. 仏教の伝来と展開 

5. 神仏習合の諸相 

6. 近世社会と宗教 

7. 神仏分離と国家神道 

8. 民衆宗教 

9. 近現代の社会変動と宗教 

10. 戦後の宗教 

11. 現在の宗教状況（１）：転換期を迎える「伝統宗教」 

12. 現在の宗教状況（２）：葬儀・墓の変化とこれから 

13. 現在の宗教状況（３）：多文化共生社会と宗教 

14. 授業のまとめ 

 

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

新聞やテレビで、宗教に関する報道をよくチェックしてください。よく気を付けて見てみると、様々な文脈で宗教に関わるものが登

場します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席率と授業中のコメント・リアクションペーパーの反応(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献や資料は授業中にその都度紹介します。レポートの参考にしてください。 

 

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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■AA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

・歴史上の資料や記録を読み解いていくことで、情報に対するリテラシーを身につける。 

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在は過去の積み重ねの上にあり、歴史を知ることは現代の世界のなりたちを知る上で極めて重要である。本科目では、古代か

ら現代に至る世界の歴史を扱うため、細かい知識の修得を目的とするものではない。むしろ、歴史の全体像を俯瞰することによっ

て、歴史的なものの見方を学び、現代の世界に対する多様な理解をできるようにしていきたい。学期中、数回ミニレポートを課す。 

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

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

教科書の該当箇所を予め読んでくること。また、各回の講義の後、教科書に記された「まとめの課題」に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ミニ・レポート（3 回程度実施）(40%)/授業時の課題(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (ミニレポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大阪大学歴史教育研究会編、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594690) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 

2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で、必要に応じて映像資料を活用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 150 - 

■AA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本前近代（原始古代～近世）における政治と社会 

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In the learning outline for the history of Japan (pre-modern history), we will gain  basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

原始古代から近世まで歴史の流れを追いながら時代のとらえ方や重要事項、研究動向などを解説、紹介していく。史料の調べ

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era. We will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters and research trends. As necessary we will aiso look at ways to examine 

historical sources, or to search for literature. This will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

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

講義前に高校で学んだ「日本史」の内容を復習し、授業後には日本史に関する概説書や授業中紹介する参考文献などを読むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/課題(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)75%, 平常点(In-class Points)25% (毎回のリアクションペーパー15%,授業内に指示した提出物

10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮原武夫・山田邦明・深谷克己、2012、『日本社会の歴史 上』、大月書店 

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA503／社会学 

(Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会」はどのようにして成り立っているのか？ この問題に対して、社会学の基本的な考え方を学び、その特徴を理解する。本

講義の目標は、現代社会に対する社会学的アプローチの習得である。 

 

How is "society" established? To solve this problem, students are expected to learn the basic concepts of sociology and 

understand its characteristics. The goal of this course is to acquire a sociological approach to modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会」の成り立ちについて、社会学の古典から検討を始める。その後は各キーワードを手掛かりにして現代社会を読み解き、社

会学の視点を学ぶ。 

 

This course begins to examine the formation of "society" from the sociological classics. After that, using each keyword as a 

clue, students are expected to interpret modern society and learn the viewpoint of sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会の成り立ちを考える：マックス・ウェーバー 

3. 社会の成り立ちを考える：エミール・デュルケム 

4. 社会の成り立ちを考える：ゲオルグ・ジンメル 

5. 近代社会とグローバリゼーション 

6. 交換経済から消費社会へ 

7. アイデンティティとは何か 

8. 社会的相互作用から日常を捉え直す 

9. 文化と階級の再生産 

10. 都市と公共性の発展 

11. 観光とオーセンティシティ 

12. メディアが形作る流行 

13. ステレオタイプとナショナリズム 

14. 宗教と世俗社会 

 

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

配布資料に基づく予復習が求められる。また、社会学の理論や概念を実生活に落とし込むために、ニュース等から時事問題を幅

広く習得すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とリアクションペーパー(30%)/授業内外の課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で用いる資料は Blackboardを用いて配信する。また、授業内で適宜文献を紹介するので参照されたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2019、『社会学（新版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641053892) 

2. 友枝敏雄・浜日出夫・山田真茂留、2018、『社会学の力―最重要概念・命題集』、有斐閣 (ISBN:978-4641174306) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA505／法律学 

(Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律学の基礎的な概念を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA 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） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学の基礎的な考え方および知識の獲得を目指します。 

 

This course aims to help students acquire a basic legal approach and fundamental knowledge of the law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では法律学の基本点な概念をできるだけ分かりやすく説明していきます。現代社会において個人は、法の規律の下で自

由に活動しています。これらの法は個人を公正にそして平等に扱い、個人の権利が侵害されたときには必ず救済してくれるので

す。受講生はこうした法の機能を学び、そして法制度の基底にある主要な原則を理解していきます。 

講義では、法の諸原則および法の機能、法の主要な分類、権利義務関係、判例、そして裁判制度とその理念について説明してい

きます。最後に立憲主義を取り上げます。 

 

This course addresses fundamental concepts of law, to be explained as plainly and simply as possible. In modern society, 

individuals act freely under the legal rules. These rules treat them fairly and equally, and if someone's rights are violated, the 

rules are sure to remedy those rights. Students learn functions of these rules and understand main principles that underlie legal 

arrangements. 

Course lectures explain main legal principles and functions, major divisions within the law, the relationship of rights and duties, 

judicial precedents, and the judicial system and its ideals. Finally, the course covers constitutionalism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業テーマの説明、授業の進め方、成績評価、参考文献の紹介等）、 

2. 法の静態１（近代市民法の諸原則） 

3. 法の静態２（法の社会的機能） 

4. 法の静態３（公法と私法、民事法と刑事法、実体法と手続法） 

5. 法の静態４（権利と義務） 

6. 法の動態１（法の形成１：制定法） 

7. 法の動態２（法の形成２：判例法） 

8. 法の動態３（法の実現１：裁判制度） 

9. 法の動態４（法の実現２：裁判手続１） 

10. 法の動態５（法の実現３：裁判手続２） 

11. 裁判に対する期待と現実 

12. 立憲主義１ 

13. 立憲主義２ 

14. 現代社会と法（まとめ） 

 

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

原則として、事前に配布する資料については次回までに必ず読んできてください。その他授業時間外の学習に関する指示は、必

要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/課題レポート(30%) 

課題レポートは授業中に課す A4 一枚程度の課題であり、翌週までに提出するもの。複数回予定している。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (課題レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しません。講義レジュメ及び資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 星野英一、2005、『民法のすすめ』、岩波書店 (ISBN:4-00-430536-5) 

2. 田中成明、2014、『現代裁判を考える』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12575-9) 

3. 団藤重光、2007、『法学の基礎  〔第２版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12519-3) 

その他の参考文献は授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ａ 

(Introductory Seminars G1a) 

担当者名 

（Instructor） 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｂ 

(Introductory Seminars G1b) 

担当者名 

（Instructor） 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｃ 

(Introductory Seminars G1c) 

担当者名 

（Instructor） 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｄ 

(Introductory Seminars G1d) 

担当者名 

（Instructor） 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｅ 

(Introductory Seminars G1e) 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｆ 

(Introductory Seminars G1f) 

担当者名 

（Instructor） 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｇ 

(Introductory Seminars G1g) 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｈ 

(Introductory Seminars G1h) 

担当者名 

（Instructor） 

橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｉ 

(Introductory Seminars G1i) 

担当者名 

（Instructor） 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ａ 

(Introductory Seminars G2a) 

担当者名 

（Instructor） 

河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

槌谷 智子(TSUCHIYA TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｂ 

(Introductory Seminars G2b) 

担当者名 

（Instructor） 

松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

冨岡 政治(TOMIOKA MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｃ 

(Introductory Seminars G2c) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

加藤 晴美(KATO HARUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｄ 

(Introductory Seminars G2d) 

担当者名 

（Instructor） 

槌谷 智子(TSUCHIYA TOMOKO) 

井上 周平(INOUE SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｅ 

(Introductory Seminars G2e) 

担当者名 

（Instructor） 

冨岡 政治(TOMIOKA MASAHARU) 

尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｆ 

(Introductory Seminars G2f) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 晴美(KATO HARUMI) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｇ 

(Introductory Seminars G2g) 

担当者名 

（Instructor） 

井上 周平(INOUE SHUHEI) 

河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｈ 

(Introductory Seminars G2h) 

担当者名 

（Instructor） 

尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｉ 

(Introductory Seminars G2i) 

担当者名 

（Instructor） 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 194 - 

■AC032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

木村 直也(KIMURA NAOYA) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１ 

(Seminars G1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー1 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語文献の「読み方」を知る 

 

Learn how to read foreign-language literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学問の世界には、その世界に参加する研究者たちが守っているルールがあります。それぞれが主張することの根拠は何か、註

や本文の中で明示する必要がありますし、最初の課題設定から最後の結論にいたるまで、章立てや節立ての組み立てにより、

論理的に自らの説を展開しなければなりません。セミナー参加者が共通に興味を持てるテーマについての英語文献を取り上げ、

それを講読する中からそうしたルールについて学んでいきます。 

 

In the world of academia, there are rules to be observed by the researchers who are active in each field. The grounds for the 

assertions of each researcher must be clearly stated in annotations or in main text, and, from the initial setting of topic to the 

final conclusion, a researcher's own theory must be logically developed through the structuring of chapters and sections. 

Seminar participants will take up English-language literature on topics of shared interest, and will learn such rules through 

reading academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 外国語文献の選択 

2. 外国語文献講読１ 

3. 外国語文献講読２ 

4. 外国語文献講読３ 

5. 外国語文献講読４ 

6. 外国語文献講読５ 

7. 外国語文献講読６ 

8. 外国語文献講読７ 

9. 外国語文献講読８ 

10. 外国語文献講読９ 

11. 外国語文献講読１０ 

12. 外国語文献講読１１ 

13. 外国語文献講読１２ 

14. 外国語文献講読１３ 

 

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

大学入試用英文解釈の参考書を、最初から最後までやり直しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/出席時の学習態度(60%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2012. Oxford Classical Dictionary. Oxford UP 

2. 2002. Brill's New Pauly. Brill 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２ 

(Seminars G2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー２ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語文献の精読を通じ、日本の古代地中海学界の中でどのようなテーマが注目されているのかを学び、自らの研究テーマを

決める 

 

Through careful reading of academic papers especially written in Japanese, participants will learn what themes are attracting 

attention in Japanese academic world of ancient Mediterranean studies, and will decide their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

セミナー参加者各自の興味に従い、日本語論文の中から選んで発表していただきます。著者の意図や論理を正確に跡づけ、史

料の使い方を学ぶことで、卒業論文に向けて自分自身が何をやらなければならないか知ることができます。自らの興味関心に従

って設定したテーマが日本の学界の学問動向の中にどのように位置付き、またそれに対してどのような貢献をすることになると予

想されるのか、そうしたことを知るための作業です。 

 

The seminar participants will be asked to make selections from Japanese-language academic papers according to the interests 

of each student and to give presentations on them. By accurately tracing the authors' intents and logic and by learning how to 

use historical materials, students will discover what they must do for their own graduation theses. This work is for the purpose 

of learning matters such as how a theme set according to a student's interest is positioned within the scholarly trends of 

Japanese academia, and what sort of contribution the student is expected to make to it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献選択 

2. 日本語文献発表１ 

3. 日本語文献発表２ 

4. 日本語文献発表３ 

5. 日本語文献発表４ 

6. 日本語文献発表５ 

7. 日本語文献発表６ 

8. 日本語文献発表７ 

9. 日本語文献発表８ 

10. 日本語文献発表９ 

11. 日本語文献発表１０ 

12. 日本語文献発表１１ 

13. 日本語文献発表１２ 

14. 日本語文献発表１３ 

 

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

夏休み中に、日本語論文を 10本以上選んで精読し、その中からどれを発表するか選んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2012. Oxford Classical Dictionary. Oxford UP 

2. 2002. Brill's New Pauly. Brill 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ３ 

(Seminars G3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史基礎演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世・ルネサンス史に関する基礎知識ならびに、英語専門文献の正確な読解力を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of Western medieval and Renaissance history, as well as the ability to accurately 

comprehend English-language specialized literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習は２部に分かれる。第１部は堀越宏一・甚野尚志『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、2013 年）ならびに指

定研究文献をもちいて基礎知識をつけレジュメをきる訓練を、第２部は教員が用意する西洋中世に関する英語文献を日本語に

訳す訓練をする。 

 

The seminars will be divided into two parts. In the 1st part, students will use 15 no teema de manabu chuusei yooroppa by 

Koichi Horikoshi and Takashi Jinno (Minerva Shobo, 2013) and specified research literature to gain fundamental knowledge and 

create an outline. In the 2nd part, they will go through training in translating English-language literature on the Western middle 

ages, prepared by the faculty member, into Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀越宏一・甚野尚志、2013、『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06459-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神崎忠昭、2015、『ヨーロッパの中世』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-766-42206-1) 

2. 河原温・堀越宏一、2015、『図説中世ヨーロッパの暮らし』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76227-2) 

3. ジェリー・ブロトン、2013、『はじめてわかるルネサンス』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09514-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ４ 

(Seminars G4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史基礎演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世・ルネサンス史に関する基礎知識ならびに、英語専門文献の正確な読解力を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of Western medieval and Renaissance history, as well as the ability to accurately 

comprehend English-language specialized literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習は２部に分かれる。第１部は堀越宏一・甚野尚志『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、2013 年）ならびに指

定研究文献をもちいて基礎知識をつけレジュメをきる訓練を、第２部は教員が用意する西洋中世に関する英語文献を日本語に

訳す訓練をする。 

 

The seminars will be divided into two parts. In the 1st part, students will use 15 no teema de manabu chuusei yooroppa by 

Koichi Horikoshi and Takashi Jinno (Minerva Shobo, 2013) and specified research literature to gain fundamental knowledge and 

create an outline. In the 2nd part, they will go through training in translating English-language literature on the Western middle 

ages, prepared by the faculty member, into Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀越宏一・甚野尚志、2013、『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06459-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神崎忠昭、2015、『ヨーロッパの中世』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-766-42206-1) 

2. 河原温・堀越宏一、2015、『図説中世ヨーロッパの暮らし』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76227-2) 

3. ジェリー・ブロトン、2013、『はじめてわかるルネサンス』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09514-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ５ 

(Seminars G5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にイギリス史を材料として，ヨーロッパ近代史を学ぶ上での諸局面（調査, 文献読解, 報告, 討論など）を体験する。 

 

Students will experience aspects of learning about modern European history (surveying, literature review, presentation, debate, 

etc.), primarily using British history as a major topic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス史の概説的な流れを, 文献読解, 数名のグループによる報告, それをめぐる質疑応答, 授業担当者からのコメントなどを

通じて学び，ヨーロッパ近代史の研究にあたって必要となる基礎的能力を身につける。  

 

Students will gain a general picture of the flow of British history through literature survey, presentations by groups and 

subsequent Q&A, comments from class instructors, etc., and will acquire fundamental skills necessary for research in modern 

European history.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告テーマを提示し, 報告を担当するグループを決定するとともに, 報告の準備に必要な事項を指示する。 

2. 文献読解１（近世） 

3. グループ報告１（近世）  

4. 文献読解２（近世）  

5. グループ報告２（近世） 

6. 文献読解３（近代） 

7. グループ報告３（近代） 

8. 文献読解４（近代） 

9. グループ報告４（近代） 

10. 文献読解５（現代） 

11. グループ報告５（現代） 

12. 文献読解６（現代） 

13. グループ報告６（現代） 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 川北稔編、1998、『世界各国史１１ イギリス史』、山川出版社 

その他の参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ６ 

(Seminars G6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス史をはじめとして，ヨーロッパ近代史の個別研究を進めていく諸過程（問題発見, 調査, 論文構成, 討論など）を体験す

る。 

 

Students will experience the processes for advancing individual research in modern British and other European history (setting 

up research questions, literature review, academic paper writing, debate, etc.). 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回, 参加者の関心にそって, イギリス史をはじめとするヨーロッパ近代史の個別的な研究テーマを演習形式でとりあげる。参加

者（若干名）による個別報告, それをめぐる質疑応答を通じて, その問題に関する基礎的な事項を知る。  

 

In each session, this course will focus on major research themes on modern British and other European history, in line with the 

participants’ interest. Through individual presentation and subsequent Q&A, students will understand those issues.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の報告者を決定し, とりあげるテーマの概略を確認する。  

2. 個別報告（第 1 ラウンド第 1 回） 

3. 個別報告（第 1 ラウンド第 2 回） 

4. 個別報告（第 1 ラウンド第 3 回） 

5. 個別報告（第 1 ラウンド第 4 回） 

6. 個別報告（第 2 ラウンド第 1 回） 

7. 個別報告（第 2 ラウンド第 2 回） 

8. 個別報告（第 2 ラウンド第 3 回） 

9. 個別報告（第 2 ラウンド第 4 回） 

10. 個別報告（第 3 ラウンド第 1 回） 

11. 個別報告（第 3 ラウンド第 2 回） 

12. 個別報告（第 3 ラウンド第 3 回） 

13. 個別報告（第 3 ラウンド第 4 回） 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ７ 

(Seminars G7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史的思考方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な題材を用いて、歴史の思考方法を身につける 

 

Learn how to think about history with contemporary subjects 

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞記事などを用いて、歴史の思考方法の手順を実践的に学ぶ。 

 

Practically learn the steps of historical way of  thinking with newspaper articles etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 歴史の思考方法 １  

2. 歴史の思考方法 ２ 

3. 新聞記事を用いて １ 

4. 新聞記事を用いて ２ 

5. 出来事から事件へ １ 

6. 出来事から事件へ ２ 

7. 出来事から事件へ ３ 

8. 出来事から事件へ ４ 

9. 歴史的事件を出来事に分解する １ 

10. 歴史的事件を出来事に分解する ２ 

11. 出来事を新たな歴史へ再構成する １ 

12. 出来事を新たな歴史へ再構成する ２ 

13. 自分の課題を発見する １ 

14. 自分の課題を発見する ２ 

 

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

『日本経済新聞』などの新聞を読む習慣を身につけよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参画度(40%)/新聞記事の出来事を事件に構成する(20%)/歴史的事件を出来事に分解する(20%)/自分の研究課題を見

つける(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

2. 上田信、2009、『ペストと村』、風響社 (ISBN:978-4-89489-135-7) 

いずれのテキストも、担当教員から著者割引にて配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

合宿を行う予定（成績評価には関わりません）。時期は授業開始時に決定します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ８ 

(Seminars G8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史の研究方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究課題に即して、研究方法を身につける。 

 

Students will learn research methods in line with their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究課題に関する研究文献リストの作成、研究文献の読解、研究史整理などの基礎的な方法を学ぶ。各履修者の報告とグルー

プ討議とを組み合わせる。履修者全員が、「一人はみんなのため、みんなは一人のため」という姿勢で授業に臨み、それぞれの

研究のレベルアップを図る。 

 

Students will learn fundamental methods such as creation of lists of research literature concerning research subjects, 

comprehension of research literature, and organization of research history. The course will combine group discussion with 

reports by students. All students will attend classes with an attitude of "one for all and all for one," and will work to improve 

their research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究方法について 

2. 研究課題の発見 １ 

3. 研究課題の発見 ２ 

4. 研究課題の発見 ３ 

5. 研究文献リストをつくる １ 

6. 研究文献リストをつくる ２ 

7. 研究文献の読解 １ 

8. 研究文献の読解 ２ 

9. 研究文献の読解 ３ 

10. 研究文献の読解 ４ 

11. 研究史をまとめる １ 

12. 研究史をまとめる ２ 

13. 研究史をまとめる ３ 

14. 文献から史料へ 

 

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

授業に先立ち、夏季休業期間を有効に使い、各履修者の興味を持ったテーマに関する書籍を多読するとともに、幅広い読書を心

がけること。 

各履修者の報告を踏まえ、その次の回の授業において、そのテーマを演習全体で討議する。報告に対する追加の情報の収集を

行い、必ず発言できるように事前に準備すること。 

春季休業期間に研究史をレポートにまとめ、翌年度の演習で報告できるように用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参画度(40%)/研究文献リスト作成(20%)/研究文献の読解(20%)/研究史(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2009、『ペストと村』、風響社 (ISBN:9784894891357) 

2. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

テキスト１は無料配布、テキスト２は著者割引にて販売します。 

 

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

春学期の G7 から連続し、来年度の G19に継続する内容となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ９ 

(Seminars G9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史基礎演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章作成などの基礎的な能力を身につけ

ることを目標とします。 

 

In this course, we aim at getting basic skillｓ of historical study, including getting information, understanding, and writing through 

reading sources and articles on Eurasian and Maritime Asian history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は各受講者の関心に関わるテーマに沿って文献紹介のレジュメを作成してもらい、受講者全員で意見交換をおこないます。

後半は受講者それぞれの関心により近い史料と研究を選んでテーマを選定し、発表してもらいます。 

 

In the first half, you make a presentation on introducing reference works of your study, and we discuss your issue. In the 

second half, you choose some historical materials and studies concerning your topic and present about it, and then we discuss 

what you presented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

担当者には史料読解とレジュメ作成をおこなってもらいますが、担当者以外の受講生も史料該当箇所の読解をおこなってきてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャネット・アブールゴド、2001、『ヨーロッパ覇権以前：もうひとつの世界システム』上下、岩波書店 (ISBN:4000023934) 

2. Janet Abu-Lughod. 1991. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350. Oxford UP (ISBN:0195067746) 

 

参考文献（Readings） 

1. 桃木至朗ほか、2008、『海域アジア研究入門』、岩波書店 (ISBN:4000224840) 

2. 小松久男ほか、2018、『中央ユーラシア研究入門』、山川出版社 (ISBN:4634640872) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１０ 

(Seminars G10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史基礎演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章作成などの基礎的な能力を身につけ

ることを目標とします。 

 

In this course, we aim at getting basic skillｓ of historical study, including getting information, understanding, and writing through 

reading sources and articles on Eurasian and Maritime Asian history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者それぞれの関心により近い史料と研究を選んで発表してもらい、受講者全員で意見交換をおこないます。 

 

In this course, you choose some historical materials and studies concerning your theme and present about it, then we discuss 

what you presented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

担当者には史料読解とレジュメ作成をおこなってもらいますが、担当者以外の受講生も史料該当箇所の読解をおこなってきてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各受講生のテーマに関わる参考文献はゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１１ 

(Seminars G11) 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）西洋史に関する日本語文献の内容を理解することができる。 

２）必要な関連事項を調べる方法を身につける。 

３）歴史学とはどのような学問かについて議論する。 

４）各受講生が、自分が興味を持つテーマについて調査し、それを発表する。 

 

The course has following aims: 

1. Understanding the contents of research (in Japanese) on western history 

2. Learning the way to research topics which relate to the course 

3. Ｄｉscussing what science history is 

4. Each participants explore topics in which they are interested and present their research in the course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋史についての日本語の文献を輪読します。その際に、１）正確に読んで内容を理解する ２）疑問点や関係する事項を調べる 

３）内容、疑問点、関連事項を配布資料にまとめ、口頭で報告し、それを基に参加者全員で議論します。 

 

We discuss some topics in western history. Before the course, the participants should read literature and understand its 

content. In addition, the participants should research the topics themselves. The students summarize the content of the 

literatures and the results of their research. On the presentation we discuss the topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の確認；授業の概要説明；授業で扱う「世界史リブレット」（山川出版社）の紹介（新刊を中心に複数冊程度取り上げ

る予定）；報告担当の割当の決定 

2. 文献講読（１） E.H.カー『歴史とは何か』 第１章 

3. 文献講読（２） E.H.カー『歴史とは何か』 第２章 

4. 文献講読（３） E.H.カー『歴史とは何か』 第３章 

5. 文献講読（４） E.H.カー『歴史とは何か』 第４章 

6. 文献講読（５） E.H.カー『歴史とは何か』 第５章 

7. 文献講読（６） E.H.カー『歴史とは何か』 第６章 

E.H.カー『歴史とは何か』（岩波新書）をみんなで読む。参加者は、事前に各回で取り上げる部分を読み、わからないところ、

納得がいかないところを書きだし、毎回提出すること。各回のゼミでは、各自のわからないところ、納得がいかないところを

いいあって、議論をしていきたい。 

8. グループ報告と質疑応答（１） 

9. グループ報告と質疑応答（２） 

担当者が提示するテーマについて、担当教員が指定した文献をつかってグループで調べ、それについて報告する。司会団

も他のグループが担当し、ゼミの議論を体験する。 

10. 個別報告（１） 

11. 個別報告（２） 

12. 個別報告（３） 

13. 個別報告（４） 

「世界史リブレット」（山川出版社）の中から、各自が関心を持ったものについて、その内容を報告し、質疑応答も行う。 

14. まとめ 夏休みに向けて 

 

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

皆で読むものについては、必ず事前に読んでくること。個別報告などでは、各自が自主的に図書館などで文献を探し読み込むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/授業への出席や授業への参加・態度(40%)/提出物の内容(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Ｅ．Ｈ．カー、1962、『歴史とは何か』、岩波新書 (ISBN:978-4004130017) 

 

参考文献（Readings） 

1. 『「世界史リブレット」シリーズ』、山川出版社 

2. 福井憲彦、2010、『近代ヨーロッパ史 世界を変えた１９世紀』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4480092991) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１２ 

(Seminars G12) 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）西洋史（主にドイツ史）に関する日本語文献の内容を理解することができる。 

２）必要な関連事項を調べる方法を身につける。 

３）歴史学とはどのような学問かについて議論する。 

４）各受講生が、自分が興味を持つテーマについて調査し、それを発表する。 

 

1. Understanding the contents of research (in Japanese) on western history, mainly German history 

2. Learning the way to research topics which relate to the course 

3. Ｄｉscussing what science history is 

4. Each participants explore topics in which they are interested and present their research in the course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋史（主にドイツ史）についての日本語の文献を輪読します。その際に、１）正確に読んで内容を理解する ２）疑問点や関係す

る事項を調べる ３）内容、疑問点、関連事項を配布資料にまとめ、口頭で報告し、それを基に参加者全員で議論します。 

 

We discuss some topics in western history, mainly German history. Before the course, the participants should read literature 

and understand its content. In addition, the participants should research the topics themselves. The students summarize the 

content of the literatures and the results of their research. On the presentation we discuss the topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング 

2. 文献講読（１） 

3. 文献講読（２） 

4. 文献講読（３） 

5. 文献講読（４） 

6. 文献講読（５） 

7. 文献講読（６） 

ドイツ史の日本語の研究文献を輪読する。どの研究文献を取り上げるかは、初回までに担当者の方で示す。参加者は、事

前に各回で取り上げる部分を読み、わからないところ、納得がいかないところを書きだし、毎回提出すること。各回のゼミで

は、各自のわからないところ、納得がいかないところをいいあって、議論をしていきたい。 

8. グループ報告と質疑応答（１） 

9. グループ報告と質疑応答（２） 

担当者が提示するテーマについて、担当教員が指定した文献をつかってグループで調べ、それについて報告する。司会団

も他のグループが担当し、学問的な議論を体験する。 

10. 個別報告（１） 

11. 個別報告（２） 

12. 個別報告（３） 

13. 個別報告（４） 

個別報告では、春学期と夏休みに取り組んだテーマについて、参加者各自で秋学期中に調査したものを報告してもらう。 

14. まとめ 春休みに向けて 

 

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

皆で読むものについては、必ず事前に読んでくること。個別報告などでは、各自が自主的に図書館などで文献を探し読み込むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/授業への出席や授業への参加・態度(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習初回までに指示する（可能ならば、担当者の側で発注する） 
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参考文献（Readings） 

担当者の側で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１３ 

(Seminars G13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー３ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自のテーマに沿った外国語・邦語文献を発表・討議することで、研究テーマを深める。 

 

Participants will deepen their research themes by giving presentations and discussions on foreign-language and Japanese-

language literature matched to their themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿って文献を読み進め、その成果を報告する。引き続き、参加者によってディスカッションをする。 

 

Participants will advance in reading literature matched to their research themes, report their findings and problematics and 

continue their discussions with others in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果報告１ 

2. 成果報告２ 

3. 成果報告３ 

4. 成果報告４ 

5. 成果報告５ 

6. 成果報告６ 

7. 成果報告７ 

8. 成果報告８ 

9. 成果報告９ 

10. 成果報告１０ 

11. 成果報告１１ 

12. 成果報告１２ 

13. 成果報告１３ 

14. 成果報告１４ 

 

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

春休み中に研究テーマとそれに関わる最新の外国語研究文献を入手し、読み進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席時の学習態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１４ 

(Seminars G14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー４ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマを深め、オリジナルな見解を獲得できるよう努める。 

 

Participants will strive to deepen their research themes and build up their unique points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自読み進めた文献をもとに、研究史上の問題を析出し、史料の検討を行い、オリジナルな歴史像を発表出来るようにする。 

 

Participants will make academic problems clear, analyse historical materials based on the methods they have learnt through 

their reading literature, and  give presentations on their own historical views. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

夏休み中に文献を読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席時の学習態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１５ 

(Seminars G15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史応用演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業論文予備演習で不可欠となる、西洋中世・ルネサンス史に関する邦語専門論文・英語専門文献の正確な読解力

ならびに参加者自身の論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

Students will acquire ability to accurately comprehend specialized literature in Japanese and English on Western medieval and 

Renaissance history, which is essential for writing graduation theses and seminars in thesis writing, and will acquire surveying 

ability required for participants in writing their own theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った指定邦語論文ならびに指定英語文献を、毎回レジュメをきり、輪読・議論する。適宜、参加者自身の研究報告も行

われる。 

 

In each session, students will create outlines of assigned literature in Japanese and English aligned with to the class themes, 

and will engage in group reading and discussions. Participants will also report on their own research as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１６ 

(Seminars G16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史応用演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業論文予備演習で不可欠となる、西洋中世・ルネサンス史に関する邦語専門論文・英語専門文献の正確な読解力

ならびに参加者自身の論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

Students will acquire ability to accurately comprehend specialized literature in Japanese and English on Western medieval and 

Renaissance history, which is essential for writing graduation theses and seminars in thesis writing, and will acquire surveying 

ability required for participants in writing their own theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った指定邦語論文ならびに指定英語文献を、毎回レジュメをきり、輪読・議論する。適宜、参加者自身の研究報告も行

われる。 

 

In each session, students will create outlines of assigned literature in Japanese and English aligned with to the class themes, 

and will engage in group reading and discussions. Participants will also report on their own research as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１７ 

(Seminars G17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（３） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にイギリス史を材料として，ヨーロッパ近代史の概説的知識の深化と, 個別研究に求められる能力の育成をめざす。  

 

Focusing mainly on British history, this course aims to develop students' general knowledge of modern European history and 

cultivate their ability required for individual research.  

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス史の概説から選ばれた検討課題を素材に, グループ報告, それをめぐる質疑応答, 文献読解を通じて, 参加者が各自の

問題意識を明確化し, ヨーロッパ近代史の研究を進展させることができるように支援する。 

 

Referring to the issues concerning British history, this course will provided participants opotunities for finding their research 

questions and developing their research into modern European history, through group presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告テーマを提示し, 報告を担当するグループを決定するとともに, 報告の準備に必要な事項を指示する。 

2. 文献読解１（近世） 

3. グループ報告１（近世）  

4. 文献読解２（近世）  

5. グループ報告２（近世） 

6. 文献読解３（近代） 

7. グループ報告３（近代） 

8. 文献読解４（近代） 

9. グループ報告４（近代） 

10. 文献読解５（現代） 

11. グループ報告５（現代） 

12. 文献読解６（現代） 

13. グループ報告６（現代） 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１８ 

(Seminars G18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（４） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス史をはじめとして，ヨーロッパ近代史の諸問題を検討し, 個別研究を進めていく諸過程（問題発見, 調査, 論文構成, 討

論など）で必要となる実践的能力の育成をめざす。 

 

This course aims to examine issues in modern British and other European history, and to develop students' abilities for 

individual research (finding research questions, literature review, academic paper writing and debate). 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回, 参加者の関心にそってイギリス史をはじめとするヨーロッパ近代史の個別的な研究テーマを演習形式でとりあげる。参加

者による個別報告, それをめぐる質疑応答を通じて, その問題の理解を深める。  

 

In each session, this course will focus on individual research themes on modern British and other European history, in line with 

the interest of students. Through individual presentation, students will develop their understanding of modern British and other 

European history.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の報告者を決定し, とりあげるテーマの概略を確認する。  

2. 個別報告（第 1 ラウンド第 1 回） 

3. 個別報告（第 1 ラウンド第 2 回） 

4. 個別報告（第 1 ラウンド第 3 回） 

5. 個別報告（第 1 ラウンド第 4 回） 

6. 個別報告（第 2 ラウンド第 1 回） 

7. 個別報告（第 2 ラウンド第 2 回） 

8. 個別報告（第 2 ラウンド第 3 回） 

9. 個別報告（第 2 ラウンド第 4 回） 

10. 個別報告（第 3 ラウンド第 1 回） 

11. 個別報告（第 3 ラウンド第 2 回） 

12. 個別報告（第 3 ラウンド第 3 回） 

13. 個別報告（第 3 ラウンド第 4 回） 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１９ 

(Seminars G19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史研究の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史を研究するために必要な知識やスキルの習得・向上をはかり、論文制作に生かす。 

 

Students will acquire and improve the knowledge and skills necessary to research history, and will use these in thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

個々の研究テーマを深めるために、参加者は各自の論文制作に向けた報告を担当する。報告担当以外の参加者は、報告の内

容に対する質疑応答を行う。また、各報告をふまえた上で必要なスキルの向上をはかる。 

 

Participants will take charge of reports directed at their own thesis writing to deepen the themes of their individual research. 

Participants who are not tasked with reports will conduct Q&A concerning the content of the reports. In addition, students will 

strive to improve necessary skills based on the reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加者報告 1 

3. 参加者報告 2 

4. 参加者報告 3 

5. 参加者報告 4 

6. 参加者報告 5 

7. 参加者報告 6 

8. 参加者報告 7 

9. 参加者報告 8 

10. 参加者報告 9 

11. 参加者報告 10 

12. 参加者報告 11 

13. 参加者報告 12 

14. 参加者報告 13 

 

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

報告担当者は、報告や論文制作に必要であると考えられる研究文献や史料を集め、報告に臨むこと。また、報告担当以外の参

加者は、報告担当者が事前に用意した文献が配布された場合には目を通しておき、報告の内容に対し質疑応答が行えるように

準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む授業への参画度(50%)/報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２０ 

(Seminars G20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史研究の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史的な思考法を養い、歴史を研究するために必要な知識やスキルの習得・向上をはかる。 

 

Students will cultivate methods of thinking used in history studies and will acquire and improve knowledge and skills needed to 

research history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究文献の精読、史料の読解と解釈、フィールドワークなど、史的な思考法を運用する能力を高める。 

演習 G19 を継承して、個々の研究テーマを深めるために、参加者は各自の論文制作に向けた報告を担当する。報告担当以外の

参加者は、報告の内容に対する質疑応答を行う。また、各報告をふまえた上で必要なスキルの向上をはかる。 

 

Students will enhance their ability to analyze history by using appropriate methods, including intensive reading of research 

literature, comprehension and interpretation of historical materials, and fieldwork. 

Continuing from Seminars G19, participants will take charge of reports directed at their own thesis writing to deepen the 

themes of their individual research. Participants who are not tasked with reports will conduct Q&A concerning the content of 

the reports. In addition, students will strive to improve necessary skills based on the reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史的な思考法 1：基本的な考え方 

3. 史的な思考法 2：モノ・ヒト・イミの３つの位相 

4. モノの位相で考える１ 

5. モノの位相で考える２ 

6. モノの位相で考える３ 

7. ヒトの位相で考える１ 

8. ヒトの位相で考える２ 

9. ヒトの位相で考える３ 

10. イミの位相で考える１ 

11. イミの位相で考える２ 

12. イミの位相で考える３ 

13. 総合して考える１ 

14. 総合して考える２ 

 

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

報告担当者は、報告や論文制作に必要であると考えられる研究文献や史料を集め、報告に臨むこと。また、報告担当以外の参

加者は、報告担当者が事前に用意した文献が配布された場合には目を通しておき、報告の内容に対し質疑応答が行えるように

準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む授業への参画度(50%)/報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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演習 G19 と連続しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２１ 

(Seminars G21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史応用演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業予備論文の執筆を前提として、東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章

作成などの応用的な能力を身につけることを目標とします。 

 

In this course, we aim at getting basic skillｓ of historical study, including getting information, understanding, and writing through 

reading sources and articles on Eurasian and Maritime Asian history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に各受講生のテーマについて紹介の場を持ちます。各自の研究テーマ、および、そのテーマを研究する上で必要となる問題

点をふたつ以上挙げてください（決まっていない人は仮テーマでも結構です）。以後の演習ではテーマに関わる史料読解と先行研

究の整理をおこなった上で順番にレジュメ形式で発表してもらいます。前期の終わりに、(1)研究の動機・背景、(2)問題提起、(3)使

用する史料、(4)先行研究についてまとめて、レポートとして提出してもらいます。 

 

In the first time, you introduce the theme of your thesis and two topics concerning it. After the second time, you make a 

presentation about historical materials you use, studies concerning your issue, and your questions, then we discuss what you 

presented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

発表担当者は史料読解とレジュメ作成をおこなうこと。担当以外の受講生も自身の研究テーマに関わる史料読解・先行研究の整

理をおこなってきてください。随時発表してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各受講生のテーマに応じてゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２２ 

(Seminars G22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史応用演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業予備論文の執筆を前提として、東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章

作成などの応用的な能力を身につけることを目標とします。 

 

In this course, for writing up a graduation thesis, we aim at getting necessary skills of historical study, including obtaining 

information, understanding, and writing through reading sources and articles on Eurasian and Maritime Asian history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に各受講生のテーマについて経過報告の場を持ちます。以後の演習ではテーマに関わる史料読解と先行研究の整理をおこ

なった上で順番にレジュメ形式で発表してもらいます。秋学期の終わりに、(1)先行研究のまとめと(2)研究テーマの問題点に関わ

る小論をレポートとして提出してもらいます。 

 

In the first time, you introduce a theme of your thesis and two topics concerning it. After the second time, you make a 

presentation about your issues, and then we discuss what you presented. At the end of the second half, we require to submit a 

report on the researches concerning your theme and a rough draft of your thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括  

 

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

発表担当者は史料読解とレジュメ作成をおこなうこと。担当以外の受講生も自身の研究テーマに関わる史料読解・先行研究の整

理をおこなってきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに応じてゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２３ 

(Seminars G23) 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）西洋史（主にドイツ史）に関する日本語文献の内容を理解することができる。 

２）必要な関連事項を調べる方法を身につける。 

３）歴史学とはどのような学問かについて議論する。 

４）各受講生が、自分が興味を持つテーマについて調査し、それを発表する。 

 

The course has following aims: 

1. Understanding the contents of research (in Japanese) on western history, mainly German history 

2. Learning the way to research topics which relate to the course 

3. Ｄｉscussing what science history is 

4. Each participants explore topics in which they are interested and present their research in the course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ヒトラーとナチスについての日本語の研究文献を輪読したのち、イギリスのナショナルアーカイブ所蔵の史料から、ヒトラーについ

ての英文の史料を精読する。その際に、１）英文を正確に理解する、２）テキストが書かれた背景や関連事項を適切に調べ、その

ヒトラーとナチスについてさらに議論することを目的とする。 

さらに、卒業論文予備論文のために、各自の研究の中間報告を行う。 

 

The participants read Japanese research on "Hitler and Nazis" together. Next, they work at English sources about Hitler which 

the National Archives of England holds. The seminar aims to understand English texts exactly, to examine contemporary 

contexts of these sources and to discuss the topic "Hitler and Nazis" further. 

To preparate for „卒業論文予備論文“ each students present their own research in the seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション；授業の概要説明 

2. ヒトラーとナチスについて（１） 

3. ヒトラーとナチスについて（２） 

4. ヒトラーとナチスについて（３） 

5. ヒトラーとナチスについて（４） 

6. ヒトラーとナチスについて（５） 

7. ヒトラーとナチスについて（６） 

8. 英語テキスト講読（１） 

9. 英語テキスト講読（２） 

10. 個人研究中間報告（１） 

11. 個人研究中間報告（２） 

12. 個人研究中間報告（３） 

13. 個人研究中間報告（４） 

14. まとめ 

 

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

皆で読むものについては、必ず事前に読んでくること。個別報告などでは、各自が自主的に図書館などで文献を探し読み込むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/授業への出席や授業への参加・態度(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石田勇治、2015、『ヒトラーとナチ・ドイツ』、講談社現代新書 (ISBN:9784062883184) 
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参考文献（Readings） 

Adolf Hitler （https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/adolf-hitler/）（イギリスのナショナルアーカイブが提供

する学校用教材のシリーズから、アドルフ・ヒトラーについて） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語の回では、辞書を必ず持参して下さい。（紙の辞書でも電子辞書でも OK。インターネット上の辞書は不可。） 

 

注意事項（Notice） 
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■AC124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２４ 

(Seminars G24) 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）西洋史（主にドイツ史）に関する日本語文献の内容を理解することができる。 

２）必要な関連事項を調べる方法を身につける。 

３）歴史学とはどのような学問かについて議論する。 

４）各受講生が、自分が興味を持つテーマについて調査し、それを発表する。 

 

The course has following aims: 

1. Understanding the contents of research (in Japanese) on western history, mainly German history 

2. Learning the way to research topics which relate to the course 

3. Ｄｉscussing what science history is 

4. Each participants explore topics in which they are interested and present their research in the course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ナチスのホロコーストについての日本語の文献と、ドイツ連邦共和国（旧西ドイツと現在のドイツ）におけるナチスとホロコーストの

記憶についての文献を輪読する。ホロコーストについて詳しく学ぶとともに、ホロコーストがドイツでどのように記憶されているのか

について検討する。 

 

In Seimar, the participants read Japanese research on the Holocaust and its memory in the Federal Republic of Germany. The 

aim of the seminar is to learn the Holocaust and to discuss how to remember the Holocaust in Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング 

2. 芝健介 『ホロコースト』を読む（１） 

3. 芝健介 『ホロコースト』を読む（２） 

4. 芝健介 『ホロコースト』を読む（３） 

5. 芝健介 『ホロコースト』を読む（４） 

6. 芝健介 『ホロコースト』を読む（５） 

7. 芝健介 『ホロコースト』を読む（６） 

8. ナチスとホロコーストの記憶をめぐって（１） 

9. ナチスとホロコーストの記憶をめぐって（２） 

10. ナチスとホロコーストの記憶をめぐって（３） 

11. ナチスとホロコーストの記憶をめぐって（４） 

12. ナチスとホロコーストの記憶をめぐって（５） 

13. ナチスとホロコーストの記憶をめぐって（６） 

14. まとめ 

 

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

皆で読むものについては、必ず事前に読んでくること。個別報告などでは、各自が自主的に図書館などで文献を探し読み込むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/授業への出席や授業への参加・態度(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝健介、2008、『ホロコースト』、中公新書 (ISBN:978-4-12-101943-1) 

ドイツ連邦共和国におけるホロコーストの記憶についての文献は、ゼミナール中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

ゼミナール中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１ 

(Seminars H1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続日本紀輪読 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

続日本紀を輪読しながら，史料の読み方、日本古代史についての理解を深める。 

 

While engaging in group reading of the Shoku Nihongi, students will deepen their understanding of ancient Japanese history and 

methods for reading historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

続日本紀輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

Group reading of Shoku Nihongi. As the class may ask participants to make presentations on their research, the content of the 

class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題図書グループ発表会（１） 

2. 課題図書グループ発表会（２） 

3. フィールドワーク計画会（１） 

4. 霊亀元〜養老元年（１） 

5. 霊亀元〜養老元年（２） 

6. 霊亀元〜養老元年（３） 

7. フィールドワーク計画会（２） 

8. 養老２年〜養老５年（１） 

9. 養老２年〜養老５年（２） 

10. 養老２年〜養老５年（３） 

11. 養老６年〜神亀３年（１） 

12. 養老６年〜神亀３年（２） 

13. 養老６年〜神亀３年（３） 

14. フィールドワーク発表会 

 

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

レジュメ作成はグループ内で分担し、まとめたうえで、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1989、『続日本紀１』、岩波書店 (ISBN:4002400123) 

2. 1976、『律令』、岩波書店 (ISBN:9784000700030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２ 

(Seminars H2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続日本紀輪読 

担当者名 

（Instructor） 
河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『続日本紀』を輪読しながら、史料の読み方、日本古代史についての理解を深める。 

 

While engaging in group reading of the Shoku Nihongi, students will deepen their understanding of ancient Japanese history and 

methods for reading historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『続日本紀』の輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので、授業内容は変更になることがあります。 

 

Group reading of Shoku Nihongi. As the class may ask participants to make presentations on their research, the content of the 

class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果発表会（１） 

2. 成果発表会（２） 

3. 成果発表会（３） 

4. 巻 10 神亀４〜天平２年（１） 

5. 巻 10 神亀４〜天平２年（２） 

6. 巻 10 神亀４〜天平２年（３） 

7. 巻 10 神亀４〜天平２年（４） 

8. 巻 11 天平３〜天平６年（１） 

9. 巻 11 天平３〜天平６年（２） 

10. 巻 11 天平３〜天平６年（３） 

11. 巻 12 天平６〜天平９年（１） 

12. 巻 12 天平６〜天平９年（２） 

13. 巻 12 天平６〜天平９年（３） 

14. まとめ 

 

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

レジュメ作成はグループ内で分担し、まとめたうえで、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1989、『続日本紀１』、岩波書店 (ISBN:9784002400129) 

2. 1976、『律令』、岩波書店 (ISBN:9784000700030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ３ 

(Seminars H3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史について基礎的な知識を身につけるとともに，論文や史料などを正確に読み，理解する能力を磨く。2 年生の段階で

は，まず漢文の史料に慣れるとともに，基本的な辞書・事典の使い方，新書・通史レヴェルの文献をきちんと読む力を身につけ

る。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about medieval Japanese history, and refine their ability to accurately read and 

understand academic papers and historical materials. In the second year, students will first become accustomed to classical 

Chinese historical materials, learn how to use basic dictionaries and encyclopedias, and acquire the ability to properly read 

literature such as new publications and complete histories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①鎌倉幕府の歴史書である『吾妻鏡』を輪読する。 

②石井進著『日本の中世〈1〉中世のかたち』（中央公論新社、2002 年）を輪読する。 

③予備論文・卒業論文作成に向けてレポートを作成する。 

 

①の進め方は，（人数によっては参加者をグループに分け）報告担当者 1 人を決め，史料原文の読み下し，用語・語句の意味調

べ，現代語訳を行い，論点および関連論文・関連史料を検討準備した上で，ゼミで報告する。参加者で質疑・検討を行う。 

②の進め方は，毎回 20～30 分程度を用いて，毎回 1 章ずつ，参加者全員が事前に読み，コメントペーパーを用意してきて，それ

をもとに議論を行う。 

③については，長期休み中の課題として各自レポート作成を行う。 

 

ゼミ報告の準備のためのサブゼミを行うほか，演習の理解を深めるために，史跡・博物館の巡検やゼミ合宿（年 1，2 回の予定）

なども実施するので、履修者は必ず参加すること。参加者の希望に応じて，随時，崩し字などに関する勉強会も開く。 

 

(1) Students will engage in group reading of Azumakagami, the historical record of the Kamakura Shogunate. This year, students 

will read articles about the Jokyu War (jōkyū no ran) in 1221. 

(2) Students will join group reading of the textbook. 

(3) Students will create reports aimed at writing a preliminary and graduation thesis. 

 

In proceeding with (1), students will (after dividing into groups, depending on the number of people) nominate one person in 

charge of reports, go through the original texts of historical materials, research the meanings of terms and phrases, and perform 

translation into modern Japanese language. After making preparations for examining issues and related academic papers and 

historical materials, students will make reports in the seminar. Participants will engage in Q&As and discussions. 

In proceeding with (2), all participants will spend 20-30 minutes to discuss one chapter in each session, based on the reading of 

the relevant chapter and a comment paper prepared in advance. 

For (3), students will create their own reports as homework for the long break. 

 

In addition to conducting a sub-seminar for preparation of seminar reports, the course will help students deepen understanding 

of the seminars by visiting historical sites and museums and by holding seminar camps (once or twice scheduled per year) as 

mandatory participation by the students. Study sessions on running-form Chinese characters may also be held, at the request 

of the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料・文献輪読（1） 

3. 史料・文献輪読（２） 
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4. 史料・文献輪読（３） 

5. 史料・文献輪読（４） 

6. 史料・文献輪読（５） 

7. 史料・文献輪読（６） 

8. 史料・文献輪読（７） 

9. 史料・文献輪読（８） 

10. 史料・文献輪読（９） 

11. 史料・文献輪読（１０） 

12. 史料・文献輪読（１１） 

13. 史料・文献輪読（１２） 

14. まとめ 

 

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

授業の初回に指示する。参加者は自身の報告準備（報告は各学期少なくとも 1 回）に加えて，毎回予習してくることを前提とす

る。事前に，いわゆる「通史」ものを読んで，中世，特に鎌倉時代に関する基礎知識を確認しておくとよい（「名著」は多数あるが，

比較的入手しやすいものとして，石井進『鎌倉幕府』中公文庫，五味文彦『鎌倉と京』講談社学術文庫）、近藤成一『鎌倉幕府と朝

廷』（岩波新書）。 

 

史料読解の訓練のために「古文書」の講義を履修することが望ましい。日本中世史関係の「史学講義」も可能な限り履修してほし

い。日本中世史を専攻するという自分の専門性への自覚をもってほしい。教養のありがたさというのは，ある程度専門性を深めた

後になってようやく理解されるものだと思う。私自身は皆さんに教養をもってほしいと思うし，そのためにもいろいろな授業を積極

的にとってほしいが，それが上っ面の「お勉強」にならないためにも，自分の思考の基礎となる専門性というものを持ってほしいと

願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢(40%)/レポート(20%) 

ゼミは毎回参加が原則である。無断欠席は原則認めない。正当な理由のある場合は必ず事前に連絡すること。なお，単位修得

のためには，８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黒板勝美編、1974、『新訂増補 国史大系 吾妻鏡 第二巻』、吉川弘文館 (ISBN:978-4 642000246) 

2. 石井進、2002、『中世のかたち』、中央公論新社 (ISBN:978-4124902105) 

必要なテキストは授業の初回にコピーを配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 五味文彦、2000、『増補 吾妻鏡の方法』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642077712) 

2. 安田元久編、1998、『吾妻鏡人名総覧』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642001779) 

3. 御家人制研究会編、1971、『吾妻鏡人名索引』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642001751) 

4. 及川大溪、1999、『吾妻鏡総索引 全 2 巻』、東洋書林 (ISBN:978-4887213743) 

5. 九条兼実、1999、『玉葉』、名著刊行会 (ISBN:978-4839002794) 

6. 関幸彦・野口実編、2008、『吾妻鏡必携』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642079914) 

7. 高橋秀樹、2015、『新訂吾妻鏡１』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0730-9) 

利用・参照すべき辞書・文献類については，授業中に指示する。 

このほかに『大日本史料』第 4編 文治元年～承久 3 年（1185～1221）を利用すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

そのほかは授業中に指示する。 

本演習では中世前期の史料を素材にして歴史の学び方を修得する。3 年生用の演習Ｈ15 と連携する工夫を行う｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■AC128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ４ 

(Seminars H4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史について基礎的な知識を身につけるとともに，論文や史料などを正確に読み，理解する能力を磨く。2 年生の段階で

は，まず漢文の史料に慣れるとともに，基本的な辞書・事典の使い方，新書・通史レヴェルの文献をきちんと読む力を身につけ

る。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about medieval Japanese history, and refine their ability to accurately read and 

understand academic papers and historical materials. In the second year, students will first become accustomed to classical 

Chinese historical materials, learn how to use basic dictionaries and encyclopedias, and acquire the ability to properly read 

literature such as new publications and complete histories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①鎌倉幕府の歴史書である『吾妻鏡』を輪読する。 

②論文の読み方を学ぶ。課題論文については，参加者の興味関心に応じて決める。 

③予備論文・卒業論文作成に向けてレポートを作成する。 

 

①の進め方は，毎回 60 分程度を用いて，報告担当者 1 人を決め，史料原文の読み下し，用語・語句の意味調べ，現代語訳を行

い，論点および関連論文・関連史料を検討準備した上で，ゼミで報告する。参加者で質疑・検討を行う。 

②の進め方は，毎回 30 分程度を用いて，報告担当者 1 人を決め，論文一本ずつ，内容要約，論述の流れ，論証の仕方，史料

の利用の仕方などが分かるようにレジュメを作成して報告する。参加者で質疑・検討を行う（参加者全員が事前に読み，コメントペ

ーパーを用意してきて，それをもとに議論を行う）。 

③については，長期休み中の課題というかたちで，各自テーマ探しとレポート作成を進めてもらう。 

 

ゼミ報告の準備のためのサブゼミを行うほか，演習の理解を深めるために，史跡・博物館の巡検やゼミ合宿（年 1，2 回の予定）

なども実施するので、履修者は必ず参加すること。参加者の希望に応じて，随時，崩し字などに関する勉強会も開く。 

 

(1) Students will engage in group reading of Azumakagami, the historical record of the Kamakura Shogunate. This year, students 

will read articles about the Jokyu War in 1221 (the schedule is subject to change). 

(2) Students will learn how to read academic papers. Papers for reading will be decided according to the interest of participants. 

(3) Students will create reports aimed at writing a preliminary and graduation thesis. 

 

In proceeding with (1), students will spend about 60 minutes each session for reporting by a student who is nominated 

beforehand for going through the original texts of the historical materials, researching the meanings of the terms and phrases, 

performing translation into modern Japanese language, and making preparations for discussion points and relevant academic 

papers and historical materials. Participants will engage in Q&As and discussions. 

In proceeding with (2), students will spend about 30 minutes each session for reporting by a student who is nominated 

beforehand for producing a summary sheet of an paper, which provides a content summary, the sequence of presentation, the 

ways of demonstration, use of historical materials, and other information. The participants will engage in Q&As and discussions. 

(All participants will read the materials and prepare a reaction paper in advance, based on which the discussions will be 

conducted.) 

For (3), students will explore their own themes and create reports as homework for the long break. 

 

In addition to conducting a sub-seminar for preparation of seminar reports, the course will help students deepen understanding 

of the seminars by visiting historical sites and museums and by holding seminar camps (once or twice scheduled per year) as 

mandatory participation by the students. Study sessions on running-form Chinese characters may also be held, at the request 

of the participants. 
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授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料・文献輪読（1） 

3. 史料・文献輪読（２） 

4. 史料・文献輪読（３） 

5. 史料・文献輪読（４） 

6. 史料・文献輪読（５） 

7. 史料・文献輪読（６） 

8. 史料・文献輪読（７） 

9. 史料・文献輪読（８） 

10. 史料・文献輪読（９） 

11. 史料・文献輪読（１０） 

12. 史料・文献輪読（１１） 

13. 史料・文献輪読（１２） 

14. まとめ 

 

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

授業の初回に指示する。参加者は自身の報告準備（報告は各学期少なくとも 1 回）に加えて，毎回予習してくることを前提とす

る。事前に，いわゆる「通史」ものを読んで，中世，特に鎌倉時代に関する基礎知識を確認しておくとよい（「名著」は多数あるが，

比較的入手しやすいものとして，石井進『鎌倉幕府』中公文庫，五味文彦『鎌倉と京』講談社学術文庫），近藤成一『鎌倉幕府と朝

廷』（岩波新書）。 

 

★史料読解の訓練のために「古文書」の講義を継続して履修することが望ましい。日本中世史関係の「史学講義」も可能な限り履

修してほしい。日本中世史を専攻するという自分の専門性への自覚をもってほしい。教養のありがたさというのは，ある程度専門

性を深めた後になってようやく理解されるものだと思う。私自身は皆さんに教養をもってほしいと思うし，そのためにもいろいろな

授業を積極的にとってほしいが，それが上っ面の「お勉強」にならないためにも，自分の思考の基礎となる専門性というものを持っ

てほしいと願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢(40%)/レポート(20%) 

ゼミは毎回参加が原則である。無断欠席は原則認めない。正当な理由のある場合は必ず事前に連絡すること。なお，単位修得

のためには，８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黒板勝美編、1974、『新訂増補 国史大系 吾妻鏡 第二巻』、吉川弘文館 (ISBN:978-4 642000246) 

必要なテキストは授業の初回にコピーを配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 五味文彦、2000、『増補 吾妻鏡の方法』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642077712) 

2. 安田元久編、1998、『吾妻鏡人名総覧』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642001779) 

3. 御家人制研究会編、1971、『吾妻鏡人名索引』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642001751) 

4. 及川大溪、1999、『吾妻鏡総索引 全 2 巻』、東洋書林 (ISBN:978-4887213743) 

5. 九条兼実、1999、『玉葉』、名著刊行会 (ISBN:978-4839002794) 

6. 関幸彦・野口実編、2008、『吾妻鏡必携』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642079914) 

7. 高橋秀樹、2015、『新訂吾妻鏡１』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0730-9) 

利用・参照すべき辞書・文献類については，授業中に指示する。 

このほかに『大日本史料』第 4編 文治元年～承久 3 年（1185～1221）、第５編は利用すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

そのほかは授業中に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ５ 

(Seminars H5) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史について基礎的な知識を身につけるとともに、論文や史料などを正確に読み、理解する能力を磨く。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about early modern Japanese history, and refine their ability to accurately read 

and understand academic papers and historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世史、とくに政治史・都市史・村落史など、人びとのくらしにそくした近世社会史を取り上げてすすめる。授業では個人もしく

はグループに分かれて、近世史料の輪読や、指定された史料・文献についての報告を行い、全体でその内容について議論する。 

 

The course will take up early modern Japanese history, particularly political, urban, village, and other early modern social history 

that represent how people lived. In the class, students will perform group reading of early modern historical materials, report on 

specified historical materials and literature, and discuss the content overall, individually or in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 近世の政治に関わる活字史料を読む（１） 

3. 近世の政治に関わる活字史料を読む（２） 

4. 近世の政治に関わる活字史料を読む（３） 

5. 近世の政治に関わる活字史料を読む（４） 

6. 近世の都市に関わる活字史料を読む（１） 

7. 近世の都市に関わる活字史料を読む（２） 

8. 近世の都市に関わる活字史料を読む（３） 

9. 近世の村落に関わる活字史料を読む（１） 

10. 近世の村落に関わる活字史料を読む（２） 

11. 近世の村落に関わる活字史料を読む（３） 

12. 近世の村落に関わる活字史料を読む（４） 

13. 近世の村落に関わる活字史料を読む（５） 

14. 近世の村落に関わる活字史料を読む（６） 

 

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

文献や史料は必ず事前に読みこみ、わからない語句を調べるなど十全な予習を行い、また関連する文献についても検討しておく

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容・参加姿勢(100%) 

単位修得のためには、８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

文献は授業時に指示する。史料類のコピーは適宜配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ６ 

(Seminars H6) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史について基礎的な知識を身につけるとともに、論文や史料などを正確に読み、理解する能力を磨く。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about early modern Japanese history, and refine their ability to accurately read 

and understand academic papers and historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世史、とくに村落史・地域史・都市史など、人びとのくらしにそくした近世社会史を取り上げてすすめる。授業では個人もしく

はグループに分かれて、指定された文献や史料について報告し、全体でその内容について議論する。その上で、日本近世史に

関するテーマを自ら設定し、その基礎的な研究作業に入っていく。 

 

The course will take up early modern Japanese history, particularly village, region, urban, and other early modern social history 

that represent how people lived. In the class, students will report on specified historical materials and literature and will discuss 

the content overall, individually or in groups. Based on this, students will set their own themes on early modern Japanese 

history, and begin basic research work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１） 

2. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（２） 

3. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（３） 

4. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（４） 

5. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（５） 

6. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（６） 

7. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（７） 

8. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（８） 

9. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（９） 

10. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１０） 

11. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１１） 

12. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１２） 

13. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１３） 

14. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１４） 

 

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

文献や史料は必ず事前に読み込むなど十全な予習を行い、また関連する文献についても検討しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加姿勢(50%)/報告内容(50%) 

単位修得のためには、80％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業時に適時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

文献は授業時に指示する。史料類のコピーは適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時以外に、博物館や史跡見学などのフィールドワークを行う可能性がある。ゼミ合宿などを行う場合もある。 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 246 - 

■AC131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ７ 

(Seminars H7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する知識や研究方法を学ぶとともに、自らの研究課題を設定するための準備を行う。 

 

In addition to learning knowledge and research methods related to modern Japanese history, students will prepare for setting 

their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわることを研究対象とする。授業では、民衆史・社会運動史・女性史などを含みこんだ日本近代史に関する基

礎的な文献の講読を行い、講読に基づいた報告と議論を行う。授業内での意見発表や議論を重視するので、授業には必ず出席

すること。 

 

The subjects of the research will involve modern Japanese history. In the class, students will engage in basic literature reading 

on modern Japanese history, including history of the common people, social movements, and women, and create reports and 

hold discussions based on the reading. As the classes emphasize discussions and presentations of opinions, the class 

attendance is a must. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論（１） 

3. 受講生による報告と議論（２） 

4. 受講生による報告と議論（３） 

5. 受講生による報告と議論（４） 

6. 受講生による報告と議論（５） 

7. 受講生による報告と議論（６） 

8. 受講生による報告と議論（７） 

9. 受講生による報告と議論（８） 

10. 受講生による報告と議論（９） 

11. 受講生による報告と議論（10） 

12. 受講生による報告と議論（11） 

13. 受講生による報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

授業で対象とする文献・史料を必ず事前に講読し、自身の意見を考えてくること。 

自分の興味関心に応じて文献を探し、読むこと。積極的に教員に文献を紹介してもらうこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 成田龍一、2012、『近現代日本史と歴史学』、中央公論社 (ISBN:978-4-12-102150-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大門正克・小野沢あかね、2001、『展望日本歴史 21 民衆世界からの問いかけ』、東京堂出版 (ISBN:9784490305715) 

2. 大門正克・安田常夫・天野正子、2003、『近代社会を生きる』、吉川弘文館 (ISBN:9784642079235) 

3. 三谷太一郎、2017、『日本の近代とは何であったのか』、岩波書店 (ISBN:9784004316503) 

4. 牧原憲夫、2018、『牧原憲夫著作選集上・下巻』、有志舎 (ISBN:978-4-908672-34-7) 
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授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ８ 

(Seminars H8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する知識や研究方法を学ぶとともに、自らの研究課題を設定するための準備を行う。 

 

In addition to learning knowledge and research methods related to modern Japanese history, students will prepare for setting 

their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわることを研究対象とする。授業では、民衆史・社会運動史・女性史などを含みこんだ日本近代史に関する基

礎的な文献の講読を行い、講読に基づいた報告と議論を行う。授業内での意見発表や議論を重視するので、授業には必ず出席

すること。 

 

The subjects of the research will involve modern Japanese history. In the class, students will engage in basic literature reading 

on modern Japanese history, including history of the common people, social movements, and women, and create reports and 

hold discussions based on the reading. As the classes emphasize discussions and presentations of opinions, the class 

attendance is a must. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論（１） 

3. 受講生による報告と議論（２） 

4. 受講生による報告と議論（３） 

5. 受講生による報告と議論（４） 

6. 受講生による報告と議論（５） 

7. 受講生による報告と議論（６） 

8. 受講生による報告と議論（７） 

9. 受講生による報告と議論（８） 

10. 受講生による報告と議論（９） 

11. 受講生による報告と議論（10） 

12. 受講生による報告と議論（11） 

13. 受講生による報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

授業で対象とする文献・史料を必ず事前に講読し、自身の意見を考えてくること。 

自分の興味関心に応じて文献を探し、読むこと。積極的に教員に文献を紹介してもらうこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ９ 

(Seminars H9) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本現代史の基礎を学びつつ，史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証するため基礎を理解す

る。 

 

Students will deepen their historical awareness based on the historical materials, set their own issues in contemporary 

Japanese history, and understand fundamentals for verifying these, while learning the basics of contemporary Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習し、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 
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テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１０ 

(Seminars H10) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H９に引き続き、日本現代史の基礎を学びつつ，史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証する

ため基礎を理解する。 

 

Continuing from Seminars H9, students will deepen their awareness of history based on historical materials, will set their own 

issues in contemporary Japanese history, and will understand fundamentals for verifying these, while learning the basics of 

contemporary Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。最後に，1 年間のゼミでの研究成

果を小論文にまとめる。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. Finally, students will summarize their one-year research results in a short essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習し、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 
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授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１３ 

(Seminars H13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア・日本古代史（１） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が研究テーマを設定し，東アジア・日本古代史についての理解を深める。 

 

Students will set their own research themes and deepen their understanding of East Asian and ancient Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回，参加者３名を目処に研究発表をしていただきます。授業内容は変更になることがあります。 

 

In each session, three-or-so participants will give research presentations. The content of the class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表（1） 

2. 個人発表（2） 

3. 個人発表（3） 

4. 個人発表（4） 

5. 個人発表（5） 

6. 個人発表（6） 

7. グループ討論（1） 

8. 個人発表（7） 

9. 個人発表（8） 

10. 個人発表（9） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. グループ討論（2） 

14. まとめ 

 

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

発表前日までに発表要旨を作成し、電子テキストで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１４ 

(Seminars H14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア・日本古代史（２） 

担当者名 

（Instructor） 
河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が研究テーマを設定し、東アジア・日本古代史についても理解を深める。 

 

Students will set their own research themes and deepen their understanding of East Asian and ancient Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回、参加者に研究発表をしていただきます。授業内容は変更になることがあります。 

 

In each session, participants will give research presentations. The content of the class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表（1） 

2. 個人発表（2） 

3. 個人発表（3） 

4. 個人発表（4） 

5. 個人発表（5） 

6. 個人発表（6） 

7. グループ討論（1） 

8. 個人発表（7） 

9. 個人発表（8） 

10. 個人発表（9） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. グループ討論（2） 

14. 発表会 

 

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

報告前日までに発表要旨を作成し、電子テキストで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１５ 

(Seminars H15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史の史料・論文の読解能力を高めるとともに，卒業論文の制作との関連を重視して，各自の研究テーマを探究する。 

3 年生の段階では，自分の研究テーマに関連する史料を集めて（先行研究を参考にしながら）読むとともに，学術的な論文を集め

て読む力を身につける（特に学術的な手続きを踏まえた文献とそうではない文献の区別ができるようになる）ことを目指す。 

 

While enhancing their ability to comprehend historical materials and academic papers on medieval Japanese history, students 

will explore their research themes with an emphasis on the relationship with the writing of a graduation thesis. 

In the third year, students will collect and read historical materials related to their own research themes (while referring to prior 

research), and will aim to acquire the ability to read academic research papers (in particular, the ability to distinguish literature 

based on academic procedures from those not). 

 

授業の内容（Course Contents） 

①史料輪読 

②論文輪読 

③予備論文・卒業論文作成に向けたレポート作成 

 

①各回 60 分程度。佐藤進一『新版 古文書学入門』をサブテキストとして，中世古文書の輪読を行う。毎回報告者を指定して，指

定された古文書について，読み下し・現代語訳・解説（人名・地名・語句）とともに，『平安遺文』・『鎌倉遺文』などを利用して関連

文書を集めたうえで，当該古文書について古文書学的な分析を行うこと。2 年時に「古文書１」の授業を受けていることを前提に

するが，もし未履修の場合は，今年度中に履修しておくことが望ましい。 

 

②各回 30 分程度。毎回指定された報告者が，課題文献について，内容要約，論述・論証・史料解釈（史料操作）の仕方について

レジュメを作成して報告する。そのうえで，参加者全員で討議を行う。論文については，報告者と相談しながら，報告者の関心に

応じて定めることにしたいが，ある大きなテーマのもと，関連する論文を何本か読むかたちにするかもしれない。初回に相談す

る。 

「論文を書く」ためには「論文の書き方」が分からなければならない。報告者にはぜひ優れた「論文」をレジュメに要約することを通

じて「論文の書き方」を学んでほしい。 

③各自の研究テーマを確認し，それに沿って，関係文献・史料を収集整理し（機会をみて「文献目録」を作成してもらう），各自の

研究テーマを深めていく。長期休み中にレポートを作成してもらう。具体的な報告の計画については，初回の授業で決める。 

 

演習の理解を深めるために，史跡・博物館の巡検やゼミ合宿（年 2 回程度）なども実施するので、参加者は必ず参加すること。 

 

(1) Group reading of historical materials 

(2) Group reading of academic papers 

(3) Creation of reports aimed at writing a preliminary thesis and graduation thesis 

(1) About 60 minutes each session The course will perform group reading of ancient and medieval documents, with Shinpan 

komonjogaku nyuumon by Shinichi Sato as a subtext. In each session, a reporter will be designated, and the student will read, 

comprehend, and create modern translations of specified ancient manuscripts (names of persons, geographical names, words 

and phrases, etc.) while collecting related documents using Heian Ibun, Kamakura Ibun, etc., then perform paleographical analysis 

of the ancient manuscripts. The course assumes that students have taken the "Ancient Manuscripts 1" class in their second 

year; those who have not done so should take the course during this academic year. 

(2) About 30 minutes each session Each session, a designated reporter will prepare a summary of the content of the target 

literature, as well as an outline of the methods of the discussions, demonstrations, and interpretations of the historical materials 

(use of historical materials). Based on this, all participants will engage in deliberations. Academic papers will ideally be decided in 

consultation with reporters in accordance with their interest, but reading of several related papers under a major theme may be 

assigned. Counseling will take place in the first session. 
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Writing an academic paper requires knowledge on how to make it better. Reporters are encouraged to learn how to write 

academic papers by summarizing outstanding academic papers in an outline paper. 

(3) Students will confirm their research themes, collect and organize related literature and historical materials in line with the 

themes (including creation of a bibliography as opportunity permits), and will deepen their research themes. Students will create 

reports during the long break. A specific report plan will be decided in the first class. 

 

The course will help students deepen understanding of the seminars by visiting historical sites and museums and by holding 

seminar camps (scheduled twice a year or so) as mandatory participation by the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料輪読（１） 

3. 史料輪読（２） 

4. 史料輪読（３） 

5. 史料輪読（４） 

6. 史料輪読（５） 

7. 史料輪読（６） 

8. 史料輪読（７） 

9. 史料輪読（８） 

10. 論文輪読（１） 

11. 論文輪読（２） 

12. 論文輪読（３） 

13. 論文輪読（４） 

14. まとめ 

 

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

参加者には，初回の授業の際に問題関心や研究テーマについてヒアリングする予定である。 

とはいえ，そのことを気にして，急いで自分の研究テーマを決めてしまうのではなく，幅広く見聞を積んでアンテナを広げておくこ

と。新書レヴェルの本を気軽に手にとって読む習慣をつけるのが望ましい。 

 

★史料読解の訓練のために「古文書」の講義を継続して履修することが望ましい。日本中世史関係の「史学講義」も可能な限り履

修してほしい。日本中世史を専攻するという自分の専門性への自覚をもってほしい。教養のありがたさというのは、ある程度専門

性を深めた後になってようやく理解されるものだと思うからである。私自身は皆さんに教養をもってほしいと思うし、そのためにも

いろいろな授業を積極的にとってほしいが、それが上っ面の「お勉強」にならないためにも、自分の思考の基礎となる専門性とい

うものを持ってほしいと願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢(40%)/レポート(20%) 

ゼミは毎回参加が原則である。無断欠席は原則認めない。正当な理由のある場合は必ず事前に連絡すること。なお，単位修得

のためには，８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

このほかに必要なものはゼミで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 歴史学研究会編、1998、『日本史史料〈2〉中世』、岩波書店 (ISBN:978-4000261371) 

2. 秋山哲雄・田中大喜・野口華世編、2014、『日本中世史入門―論文を書こう』、勉誠出版 (ISBN:978-4585220794) 

3. 佐藤和彦・西岡芳文・稲葉継陽・榎原雅治・海津一朗編、1995、『日本中世史研究事典』、東京堂出版 (ISBN:978-

4490103892) 

4. 木村茂光監・歴史科学協議会編、2012、『戦後歴史学用語辞典』、東京堂出版 (ISBN:978-4490108187) 

5. 小島道裕、2016、『中世の古文書入門』、河出書房新社 (ISBN:978-4309226859) 

これ以外には『新体系 日本史』（山川出版社）シリーズを調べたい章節を事典的に利用するとよい。 

『史学雑誌』毎年 6 月の「○○年の歴史学界――回顧と展望」 は前年発表の各分野の論文・著書の紹介で、関心あるテーマの

項目を 10 年分（以上）拾い読みするとよい。 

【研究史上重要な論文と研究史ガイド】としては以下のシリーズもお薦め。 

大石直正･柳原敏昭編『展望日本歴史 9 中世社会の成立』（東京堂出版、2001 年） 

佐藤和彦･小林一岳編『展望日本歴史 10 南北朝内乱』（東京堂出版、2000 年） 

久留島典子･榎原雅治編『展望日本歴史 11 室町の社会』（東京堂出版、 2002 年） 

池上裕子･稲葉継陽編『展望日本歴史 12 戦国社会』（東京堂出版、2001 年） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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東京大学史料編纂所データベース http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

上のリンク先には『平安遺文』『鎌倉遺文』の全文データベースもある。活用することが望ましい。 

これ以外には授業中に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１６ 

(Seminars H16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史の史料・論文の読解能力を高めるとともに，卒業論文の制作との関連を重視して，各自の研究テーマを探究する。 

3 年生の段階では，自分の研究テーマに関連する史料を集めて（先行研究を参考にしながら）読むとともに，学術的な論文を集め

て読む力を身につける（特に学術的な手続きを踏まえた文献とそうではない文献の区別ができるようになる）ことを目指す。 

 

While enhancing their ability to comprehend historical materials and academic papers on medieval Japanese history, students 

will explore their research themes with an emphasis on the relationship with the writing of a graduation thesis. 

In the third year, students will collect and read historical materials related to their own research themes (while referring to prior 

research), and will aim to acquire the ability to read academic research papers (in particular, the ability to distinguish literature 

based on academic procedures from those not). 

 

授業の内容（Course Contents） 

①史料輪読 

②論文輪読 

③予備論文・卒業論文作成に向けたレポート作成 

 

①各回 60 分程度。佐藤進一『新版 古文書学入門』をサブテキストとして，中世古文書の輪読を行う。毎回報告者を指定して，指

定された古文書について，読み下し・現代語訳・解説（人名・地名・語句）とともに，『平安遺文』・『鎌倉遺文』などを利用して関連

文書を集めたうえで，当該古文書について古文書学的な分析を行うこと。2 年時に「古文書１」の授業を受けていることを前提に

するが，もし未履修の場合は，今年度中に履修しておくことが望ましい。 

 

②各回 30 分程度。毎回指定された報告者が，課題文献について，内容要約，論述・論証・史料解釈（史料操作）の仕方について

レジュメを作成して報告する。そのうえで，参加者全員で討議を行う。論文については，報告者と相談しながら，報告者の関心に

応じて定める。「論文を書く」ためには「論文の書き方」が分からなければならない。報告者にはぜひ優れた「論文」をレジュメに要

約することを通じて「論文の書き方」を学んでほしい。 

③各自の研究テーマを確認し，それに沿って，関係文献・史料を収集整理し（機会をみて「文献目録」を作成してもらう），各自の

研究テーマを深めていく。長期休み中にレポートを作成してもらう。具体的な報告の計画については，初回の授業で決める。 

 

演習の理解を深めるために，史跡・博物館の巡検やゼミ合宿（年 2 回程度）なども実施するので、参加者は必ず参加すること。 

 

(1) Group reading of historical materials 

(2) Group reading of academic papers 

(3) Creation of reports aimed at writing a preliminary thesis and graduation thesis 

(1) About 60 minutes each session The course will perform group reading of ancient and medieval documents, with Shinpan 

komonjogaku nyuumon by Shinichi Sato as a subtext. In each session, a reporter will be designated, and the student will read, 

comprehend, and create modern translations of specified ancient manuscripts (names of persons, geographical names, words 

and phrases, etc.) while collecting related documents using Heian Ibun, Kamakura Ibun, etc., then perform paleographical analysis 

of the ancient manuscripts. The course assumes that students have taken the "Ancient Manuscripts 1" class in their second 

year; those who have not done so should take the course during this academic year. 

(2) About 30 minutes each session Each session, a designated reporter will prepare a summary of the content of the target 

literature, as well as an outline of the methods of the discussions, demonstrations, and interpretations of the historical materials 

(use of historical materials). Based on this, all participants will engage in deliberations. Academic papers will be decided in 

consultation with reporters in accordance with their interest. Writing an academic paper requires knowledge on how to make it 

better. Reporters are encouraged to learn how to write academic papers by summarizing outstanding academic papers in an 

outline paper. 

(3) Students will confirm their research themes, collect and organize related literature and historical materials in line with the 
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themes (including creation of a bibliography as opportunity permits), and will deepen their research themes. Students will create 

reports during the long break. A specific report plan will be decided in the first class. 

 

The course will help students deepen understanding of the seminars by visiting historical sites and museums and by holding 

seminar camps (scheduled twice a year or so) as mandatory participation by the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料・論文輪読（１） 

3. 史料・論文輪読（２） 

4. 史料・論文輪読（３） 

5. 史料・論文輪読（４） 

6. 史料・論文輪読（５） 

7. 史料・論文輪読（６） 

8. 史料・論文輪読（７） 

9. 史料・論文輪読（８） 

10. 史料・論文輪読（９） 

11. 史料・論文輪読（１０） 

12. 史料・論文輪読（１１） 

13. 史料・論文輪読（１２） 

14. まとめ 

 

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

参加者には，初回の授業の際に問題関心や研究テーマについてヒアリングする予定である。 

とはいえ，そのことを気にして，急いで自分の研究テーマを決めてしまうのではなく，幅広く見聞を積んでアンテナを広げておくこ

と。新書レヴェルの本は気軽に手にとって読む習慣を身につけたい。 

 

★史料読解の訓練のために「古文書」の講義を継続して履修することが望ましい。日本中世史関係の「史学講義」も可能な限り履

修してほしい。日本中世史を専攻するという自分の専門性への自覚をもってほしい。教養のありがたさというのは、ある程度専門

性を深めた後になってようやく理解されるものだと思う。私自身は皆さんに教養をもってほしいと思うし、そのためにもいろいろな

授業を積極的にとってほしいが、それが上っ面の「お勉強」にならないためにも、自分の思考の基礎となる専門性というものを持っ

てほしいと願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢(40%)/レポート(20%) 

ゼミは毎回参加が原則である。無断欠席は原則認めない。正当な理由のある場合は必ず事前に連絡すること。なお，単位修得

のためには，８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

このほかに必要なものはゼミで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 歴史学研究会編、1998、『日本史史料〈2〉中世』、岩波書店 (ISBN:978-4000261371) 

2. 秋山哲雄・田中大喜・野口華世編、2014、『日本中世史入門―論文を書こう』、勉誠出版 (ISBN:978-4585220794) 

3. 佐藤和彦・西岡芳文・稲葉継陽・榎原雅治・海津一朗編、1995、『日本中世史研究事典』、東京堂出版 (ISBN:978-

4490103892) 

4. 木村茂光監・歴史科学協議会編、2012、『戦後歴史学用語辞典』、東京堂出版 (ISBN:978-4490108187) 

5. 小島道裕、2016、『中世の古文書入門』、河出書房新社 (ISBN:978-4309226859) 

これ以外には『新体系 日本史』（山川出版社）シリーズを調べたい章節を事典的に利用するとよい。 

『史学雑誌』毎年 6 月の「○○年の歴史学界――回顧と展望」 は前年発表の各分野の論文・著書の紹介で、関心あるテーマの

項目を 10 年分（以上）拾い読みするとよい。 

【研究史上重要な論文と研究史ガイド】としては以下のシリーズもお薦め。 

大石直正･柳原敏昭編『展望日本歴史 9 中世社会の成立』（東京堂出版、2001 年） 

佐藤和彦･小林一岳編『展望日本歴史 10 南北朝内乱』（東京堂出版、2000 年） 

久留島典子･榎原雅治編『展望日本歴史 11 室町の社会』（東京堂出版、 2002 年） 

池上裕子･稲葉継陽編『展望日本歴史 12 戦国社会』（東京堂出版、2001 年） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

上のリンク先には『平安遺文』『鎌倉遺文』の全文データベースもある。活用することが望ましい。 

これ以外には授業中に指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■AC139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１７ 

(Seminars H17) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世史料の読解能力を高めるとともに、自らの研究テーマについて実践的な研究をすすめる。 

 

Students will enhance their ability to comprehend early modern historical materials, and will engage in practical research on 

their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２年次で培った史料読解能力をさらに鍛えるべく、史料の講読を継続する。また各自の研究テーマに関わる文献の精読によって

論点を絞り込み、卒論に利用する資料を探していく。こうした文献や史料の内容を整理し、仮設を組み立てて報告し、各自の研究

テーマを深めていくこととしたい。基本的には 

Ⅰ 近世の史料を輪読して内容を検討する 

Ⅱ 先行研究や重要な文献を検討する 

Ⅲ 各自や半単位で史料分析や研究の現状を報告して討論する 

この 3 つの内容を適宜組み合わせてすすめる。 

 

Students will continue to read historical materials in order to further train the ability to comprehend historical materials 

cultivated in the second year. Through careful reading of literature related to their research themes, students will narrow down 

their issues and search for materials of use in their graduation theses. Students should organize the content of such literature 

and historical materials, construct hypotheses, give reports, and deepen their research themes. Essentially, students will 

proceed by combining content from the following three activities: 

I) Perform group reading of early modern historical materials and examine the content 

II) Examine prior research and important literature 

III) Report on and examine the current state of research and analysis of historical materials, for each half-credit 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究報告および討論（１） 

2. 参加者の研究報告および討論（２） 

3. 参加者の研究報告および討論（３） 

4. 史料の読解（１） 

5. 史料の読解（２） 

6. 史料の読解（３） 

7. 史料の読解（４） 

8. 史料の読解（５） 

9. 史料の読解（６） 

10. 史料の読解（７） 

11. 史料の読解（８） 

12. 史料の読解（９） 

13. 史料の読解（10） 

14. 史料の読解（11) 

 

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

史料や文献は必ず事前に読み込み、わからない語句を調べるなど十全な予習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 
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参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料館や博物館、文書館などを見学したり、フィールド調査や巡検などを行う場合がある。またゼミ合宿を行う場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１８ 

(Seminars H18) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史に関する各自の研究テーマを深め，予備論文や卒業論文に向けての研究をすすめることで，卒業論文の執筆に取り

組む段階に至ることを目的とする。 

 

Students will aim to reach the stage of writing their graduation theses by deepening their own research themes concerning early 

modern Japanese history and by engaging in research for their preliminary theses and graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習 H15 の内容を継続し，各自の研究テーマについて，先行研究の整理や読解した史料の内容をもとに仮説的な見通しをたて

て，適宜レジュメにまとめて報告する。最後にそれらをまとめて，卒論への一階梯とする。具体的には， 

Ⅰ 各自の研究に関わる近世史料を取り上げて，その内容を検討する 

Ⅱ 各自の研究に関わる先行研究や重要な文献を検討する 

Ⅲ 各自が研究の現状を報告して討論する 

この３つの内容を適宜組み合わせてすすめる。なおそれぞれの研究の進展具合にあわせて，ⅠⅡⅢそれぞれの割合について

は，臨機応変に対応する。 

またあわせてグループごとに史料解釈をふまえた研究報告を行うことも予定している。 

 

Continuing the content from Seminars H15, students will establish hypothetical perspectives based on the organization of prior 

research and on the content of historical materials they have comprehended, and will create outlines and report on these as 

appropriate. Finally, students will assemble these as a step toward their graduation theses. Specifically, students will proceed by 

combining content from the following three activities: 

I) Take up early modern historical materials related to students' research, and examine the content 

II) Examine prior research and important literature related to students' research 

III) Report on and examine the current state of research 

  The relative proportions of I, II, and III will be adjusted flexibly according to the progress of students' research. 

The course also plans to have students give research reports based on each group's interpretation of historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による報告・討論（１） 

2. 参加者による報告・討論（２） 

3. 参加者による報告・討論（３） 

4. 参加者による報告・討論（４） 

5. 参加者による報告・討論（５） 

6. 参加者による報告・討論（６） 

7. 参加者による報告・討論（７） 

8. 参加者による報告・討論（８） 

9. 参加者による報告・討論（９） 

10. 参加者による報告・討論（１０） 

11. 参加者による報告・討論（１１） 

12. 参加者による報告・討論（１２） 

13. 参加者による報告・討論（１３） 

14. 参加者による報告・討論（１４） 

 

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

報告の準備が必要。研究書もしくは史料をつねに新たに読み込んでおくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加態度(50%)/報告内容(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

適宜、必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時以外に、博物館や史跡見学などのフィールドワークを行う場合がある。またゼミ合宿などを行う場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１９ 

(Seminars H19) 

担当者名 

（Instructor） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する研究テーマで卒業論文の執筆を行うことを前提に、各自の研究テーマに関する先行研究整理、史料収集・

講読に基づいた発表を行うことを目的とする。 

 

Students will aim to make presentations based on organization of prior research, collection of historical materials, and readings 

related to their research, on the premise of writing graduation theses on research themes related to modern Japanese history 

studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわる研究テーマを追究したい学生が卒業論文執筆を前提に、そのために必要な研究報告を行う。各自が追究

したいテーマに関して，具体的な先行研究や史料の提示に基づいたレジュメ作成，報告を行ってもらい、質疑応答を行う。その上

で，史料調査の方法，史料の読み方，報告に関する議論，論文執筆などに関する指導を行う。 

 

Students who wish to pursue research themes involving modern Japanese history studies will make necessary research reports 

on the premise of writing graduation theses. Students will create and report on outlines based on the presentation of specific 

prior research and historical materials related to the themes they wish to pursue, and will engage in Q&A. Based on this, the 

course will provide instruction on methods of surveying historical materials, reading historical materials, discussion of reports, 

writing of academic papers, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

各自の報告準備を十分に時間を取って行うこと。 

自分の研究テーマにそって、文献・史料の探索、講読を熱心に行うこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/報告・質疑応答の内容(50%) 

【変更前】報告・質疑応答の内容 50%, レポート 50% 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２０ 

(Seminars H20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する研究テーマで卒業論文の執筆を行うことを前提に、各自の研究テーマに関する先行研究整理、史料収集・

講読を行うことを目的とする。 

 

Students will aim to organize prior research, collect historical materials, and perform readings related to their research, on the 

premise of writing graduation theses on research themes related to modern Japanese history studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわる研究テーマを追究したい学生が卒業論文を執筆することを前提に、必要な準備作業を行う。各自が追究

したいテーマに関して，具体的な先行研究の整理や史料の提示に基づいたレジュメ作成，報告を行ってもらう。その上で，史料調

査の方法，史料の読み方，報告に関する議論，論文執筆などに関する指導を行う。 

 

Students who wish to pursue research themes involving modern Japanese history studies will perform necessary preparatory 

work on the premise of writing graduation theses. Students will create and report on outlines based on the organization of 

specific prior research and the presentation of historical materials related to the themes they wish to pursue. Based on this, the 

course will provide instruction on methods of surveying historical materials, reading historical materials, discussion of reports, 

writing of academic papers, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

報告準備のために、十分に時間をとって先行研究の講読・整理、史料の収集と講読を行うこと。 

常に自分の研究テーマを中心とした日本近代史の文献・史料の探索、講読を行うこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告と質疑応答の内容(50%)/出席と授業態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２１ 

(Seminars H21) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H10に引き続き、日本現代史に関して史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証するための基

礎を理解する。 

 

Continuing from Seminars H10, students will deepen their awareness of history based on historical materials concerning 

contemporary Japanese history studies, will set their own issues in that field, and will learn fundamentals for verifying these. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習し、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 
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テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２２ 

(Seminars H22) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H21に引き続き，日本現代史への理解を深めるが，各自の研究テーマ決定との関連を重視して，日本現代史に関する研究

史への理解を深める。 

 

Continuing from Seminars H21, students will deepen their understanding of contemporary Japanese history studies and the 

history of research concerning those studies, with an emphasis on the relationship of these with the setting of research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史における主要な研究書・論文の講読をしつつ，演習 H21に引き続き日本現代史, なかでも 1960～1990 年代を対象と

する。授業は，指定した文献や史料を参加者全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その

報告に基づき全員が質疑応答する形式で行う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する学術書・学術論文の講読 

２. 1970〜90 年代に関する史料読み 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～２を繰り返して，授業を進める。 

 

Students will read key research documents and academic papers in contemporary Japanese history studies, and, continuing 

from Seminars H21, will target contemporary Japanese history studies, particular from the 1960s to 1990s. All participants will 

prepare the specified literature and historical materials ahead of class. In the class, one or two participants will take the role of 

reporter, after which all members will take part in Q&A based on the reports. Specifically, the course will address the following 

points: 

1. Reading of scholarly documents and academic papers concerning contemporary Japanese history studies 

2. Reading of historical materials concerning the 1970s to 1990s 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interests, and will advance through 

repetition of the above steps 1-2. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。また、授業終了後において、当日の議論を振り返り、日本現代史研究にとって必

要な視点や事実関係をノートにまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１１ 

(Seminars H11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）について基礎的な知識を習得し、この時期の歴史の概略を理解する

とともに、この時期の史料に対する読解能力を身につけ、また自身で課題を追究する態度を養う。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of the early modern to modern transition period in Japan (the 19th century) and 

will learn an overview of the history of the period, while acquiring the ability to comprehend historical materials of the period 

and cultivating an attitude of pursuing topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期）の概略を理解するための文献を講読し、各人が担当部分について調査・発表し、ディスカッション

を行いつつ、教員が適宜解説を加える。また、歴史に関わる基礎的な事項の解説、簡単な史料の読解を行う。 

 

Students will read literature to gain an overview of the early modern to modern transition period in Japan (the late Bakumatsu 

and Restoration periods). Students will investigate and give presentations on the portions under their charge, and the faculty 

member will add commentary as appropriate during discussions. In addition, the faculty member will explain fundamental matters 

related to history studies, and will lead comprehension of simple historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、各人の興味・関心の発表、授業運営の打ち合わせ 

2. 文献の講読・発表・ディスカッション（１）、史料読解入門（１） 

3. 文献の講読・発表・ディスカッション（２）、史料読解入門（２） 

4. 文献の講読・発表・ディスカッション（３）、基礎的事項の解説（１） 

5. 文献の講読・発表・ディスカッション（４）、基礎的事項の解説（２） 

6. 文献の講読・発表・ディスカッション（５）、基礎的事項の解説（３） 

7. 文献の講読・発表・ディスカッション（６）、基礎的事項の解説（４） 

8. 文献の講読・発表・ディスカッション（７）、史料読解（１） 

9. 文献の講読・発表・ディスカッション（８）、史料読解（２） 

10. 文献の講読・発表・ディスカッション（９）、史料読解（３） 

11. 文献の講読・発表・ディスカッション（10）、史料読解（４） 

12. 文献の講読・発表・ディスカッション（11）、史料読解（５） 

13. 文献の講読・発表・ディスカッション（12）、史料読解（６） 

14. 文献の講読・発表・ディスカッション（13）、総括 

 

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

毎回、講読する文献を必ず読んでくる。基礎的事項の解説・史料読解については復習をする。予習・復習の成果は毎回の簡単な

小テストで確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/毎回の予習・復習確認小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青山忠正、2012、『日本近世の歴史６ 明治維新』、吉川弘文館 (ISBN:9784642064347) 

別にテキストを追加することもありうる。 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１２ 

(Seminars H12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）について基礎的な知識を習得し、この時期の歴史の概略を理解する

とともに、この時期の史料に対する読解能力を身につけ、また自身で課題を追究する態度を養う。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of the early modern to modern transition period in Japan (the 19th century) and 

will learn an overview of the history of the period, while acquiring the ability to comprehend historical materials of the period 

and cultivating an attitude of pursuing topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、近世近代移行期（幕末維新期）の主要な歴史事象に関わる史料を読み、グループごとに解読・調査・発表し、ディスカッ

ションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。後半は、各人が興味・関心のあるテーマについて調べて報告し、ディスカッションを

行う。 

 

In the first half of the course, students will read historical materials related to major historical events of the early modern to 

modern transition period in Japan (the late Bakumatsu and Restoration periods). Each group will decipher, examine, and give 

presentations on the materials, and the faculty member will add commentary as appropriate during discussions. In the second 

half of the course, students will investigate and report on their individual themes of interest, and will engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

3. 史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

4. 史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

5. 史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

6. 史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

7. 史料の講読・発表・ディスカッション（６） 

8. 研究報告の方法の提示 

9. 各人の研究の予備報告 

10. 各人の研究報告（１） 

11. 各人の研究報告（２） 

12. 各人の研究報告（３） 

13. 各人の研究報告（４） 

14. 各人の研究報告（５）、総括 

 

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

次の授業で講読する史料を読んできて、授業後には復習を行うこと。史料講読の予習・復習の成果は、小テストで確認する。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/予習・復習確認小テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

史料はプリントを配付する。 

 

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

史跡や博物館を見学する合宿などを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１ 

(Seminars I1) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と環境とのかかわりを，人間を主体とした文化・生態・環境を軸としてとらえ，相互の関係性にたった理解の方法を学ぶ。 

 

This class will observe the relationship between human beings and the environment from a viewpoint of culture, ecology, and 

environment with humans as the main actors. Students will learn methods of understanding based on mutual relevance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界のさまざまな自然と人間との関わりあいの文化環境学的研究を地理学，生態人類学などのテキストとフィールドワークから

理解する。 

「環境」「生態」「文化」に関して，その概念と方法論を参考文献および資料の講読と事例研究より学ぶ。課題に関して実地調査も

行う。 

毎回の授業では，担当者の発表と参加者による議論を行う。内容の紹介，それに基づく問題提起，討論を行い，関心と理解を深

める。参加者による発表担当および議論進行分担およびゼミ運営の役割分担を行う。 

 

Drawing on texts and fieldwork, students will understand cultural/environmental studies research on the world's diverse 

relationships between nature and humans, in areas including geography and ecological anthropology. 

Students will learn concepts and methodologies concerning "environment," "ecological" and "culture" from readings and from 

case studies of reference literature and materials. Students will engage in field investigations of their subjects. 

In each class, leaders will give presentations and students will engage in discussion. The class will introduce content, pose 

related questions, and engage in debate to deepen interest and understanding. Participants will divide the tasks of presentation 

leader, discussion facilitator, and seminar manager. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学の分野と課題 

2. 研究事例の紹介 

3. 研究テーマ設定１／各自の発表および議論 

4. 研究テーマ設定２／同上 

5. 研究テーマ設定３／同上 

6. フィールドでの発見１／同上 

7. フィールドでの発見２／同上 

8. 発見から研究へ／研究方法の紹介 

9. 発表１・研究レビュー／各自の発表および議論 

10. 発表２・研究レビュー／同上 

11. 発表３・研究レビュー／同上 

12. 発表４．フィールド調査結果／同上 

13. 発表５．フィールド調査結果／同上 

14. まとめと今後の課題設定 

 

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

日常の生活や事象・文化に関心をもち、問題発見に努める。 

関連する書籍や論文等に目を通し、テーマ設定や研究史の理解に努めるとともに読書力をつける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２ 

(Seminars I2) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自然と人間の関係」「文化環境学」への関心を高め，その研究の枠組みと方法を，地理学，生態人類学などの概説書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

The class will enhance students' interest in "the relationship between nature and humanity" and "cultural/environment 

studies." From outline documents, academic papers, and practical experience involving geography, ecological anthropology, and 

other fields, students will learn about frameworks and methods for researching these. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期演習Ｉ1 の成果をふまえて，自然と人間との関わり合いの研究に関連する地理学，生態人類学等の論文を講読し，研究対

象，方法，実証の仕方をまとめ，発表する。自らの調査によるデータを用いて分析を行い，考察に関して報告も行う。また，それら

の成果のまとめも行う。 

毎回の授業では，担当者の発表と参加者による議論を行う。内容の紹介，それに基づく問題提起，討論を行い，研究方法の理解

を深める。参加者による発表担当および議論進行分担を行う。 

 

Based on the results of the Spring Semester Seminars I1, students will read academic papers on geography, ecological 

anthropology, etc. related to the study of the relationship between nature and human beings, and will summarize and give 

presentations on research subjects, methods, and means of demonstration. Students will perform analysis using data from their 

own surveys, and will also report on their studies. Students will also summarize their findings. 

In each class, leaders will give presentations and students will engage in discussion. The class will introduce content, pose 

related questions, and engage in debate to deepen understanding. Participants will share the roles of presentation leader and 

discussion facilitator. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学の研究レビュー 

2. 課題発表１／各自の発表と議論 

3. 課題発表２／同上 

4. 課題発表３／同上 

5. 研究論文の読み方／学術誌と課題論文紹介 

6. 論文講読発表１／課題論文の発表と議論 

7. 論文講読発表２／同上 

8. 論文講読発表３／同上 

9. 論文講読発表４／選択論文の発表と議論 

10. 論文講読発表５／同上 

11. 論文講読発表６／同上 

12. フィールドワークテーマ発表１／各自の発表と議論同上 

13. フィールドワークテーマ発表２／同上 

14. まとめと今後の課題 

 

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

研究論文雑誌に目を通し、専門書を積極的に読み、専門研究分野の理解力と応用力を蓄積する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ３ 

(Seminars I3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学的な発想や見通しとはなにかを修得する。 

 

Studying major issues and events in the history of the United States, students will learn basic methods of historical studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ史に限らず、まずはたくさんのテクストを読むところから始めましょう。各回、共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を

深めていきます。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 有賀夏紀, 油井大三郎, 紀平英作、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 (ISBN:978-4634640351) 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、『原典アメリカ史』、岩波書店 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ４ 

(Seminars I4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学的な発想や見通しとはなにかを修得する。 

 

Studying major issues and events in the history of the United States, students will learn basic methods of historical studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクスト読解を中心に進める。各回、共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深めていく。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀井俊介ほか編、『史料で読むアメリカ文化史』1~5 巻、東大出版会 (ISBN:978-4130250412) 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ５ 

(Seminars I5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合文化基礎演習 1 

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） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラム文化研究に利用可能な様々な研究方法を理解する。 

 

The goal of this course is to understand the range of research methods available to studies of Islamic culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、初学者向けのゼミナールである。学期前半では、イスラム文化研究を行うための基本的な知識とスキルを習得す

る。学期後半に学生は先行研究のレビューについて報告する。 

 

The course is an introductory seminar for undergraduate students divided into two parts. In the first half, students will acquire 

basic knowledge and skills for studying Islamic culture. In the second, students will give a presentation on literature review. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/本演習の目的と進め方の説明 

2. はじめに/イスラーム文化研究について 

3. 研究論文を読む１/論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２/議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３/議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１/課題に関する個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２/同上 

8. 学生報告３/同上 

9. 学生報告４/同上 

10. 学生報告５/同上 

11. 学生報告６/同上 

12. 学生報告７/同上 

13. 学生報告８/同上 

14. まとめ/演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

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

演習で扱う研究書・論文を予習した上で演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ６ 

(Seminars I6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究手法を学ぶ：イスラーム化以降の中東（西アジア）地域研究 

担当者名 

（Instructor） 
神田 惟(KANDA YUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治を研究をするために必須なアカデ

ミック・マナーおよびアカデミック・スキルを習得する。 

・ひとつのトピックについて、著者による見解の相違があることを認識する。 

・自分が実行な研究方法とは何なのかをよく考えて、卒論に何らかの形でつながるテーマを見出す。 

・他の受講生の発表を理解した上で、建設的な助言・質問を行う力を身につける。 

 

This course is designed to provide the students with an opportunity to develop their academic skills in conducting research in 

history, religion, culture (including art and architecture), economy, and politics in the Middle East and other areas after the Hijra, 

the migration of the Prophet Muhammad and his followers from Mecca to Medina in 622. There are required to recognize the 

different views among scholars on a particular topic, seek the feasible and suitable methods for writing the BA thesis, and 

obtain skills in formulating questions and giving constructive feedbacks to the classmates.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治に関して、各自が興味・関心をも

つテーマを設定し、そのテーマに関する複数の史料や参考文献を収集する（第 1 回から第 4 回）。 

 

 続く第 5 回から第 7 回までは、当該テーマについてどのような学問的手法でアプローチし、リサーチ・クエスチョンを立てるつもり

であるかについて、クラス全員と情報を共有する。 

 

 最後に、第 8 回から第 14 回までの研究報告では、各回の担当者（1 名もしくは 2 名）に対し、以下のいずれかを行うことが求め

られる：①自らのリサーチ・クエスチョンが生じた背景について、複数の先行研究をふまえて報告する or ②先行研究の中で特に

重要であると考えられる論文・図書 1 点の内容について紹介した上で、適切に批評する。 

 

 研究報告の進め方の詳細については初回授業時に説明するので、必ず出席すること。  

 

The students are required to select a certain topic about history, religion, culture (including art and architecture), economy, and 

politic in the Middle East and other areas after the Hijra and search for the primary and secondary documents on that topic 

(Class 1, 2, 3, and 4). Then, they will share the information about their methodology and approach with the classmates  (Class 

5, 6, and 7). Finally, they should either 1) report on the background of their research question or 2) summarize and critically 

analyze the previous study which they believe to be important, by giving a powerpoint presentation. The detailed instructions for 

the assignments will be provided in class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：本演習の目的と概要の説明およびゼミメンバーの関心の所在の把握 

2. インプットの方法①：イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治を対象と

した研究を行うために必要な様々なツールの利用方法を習得する。 

3. インプットの方法②：一次史料や二次史料（文字史料だけではなく、物的史料を含む）の解釈にあたり、さまざまな学問的ア

プローチが可能であるということと、論者により見解の相違があるということを認識し、自分にとって実行可能な研究手法が

何であるのかについて検討する。 

4. アウトプットの方法：論文の読み方と書き方（適切な注や参考文献一覧の書き方についての作法を含む）に加え、パワーポ

イントを用いた効果的な研究発表のコツを学ぶ。 

5. リサーチ・クエスチョンの立て方の検討①：担当者 A、B、C、D が研究進捗状況の報告を行なったのち（各 15 分程度）、クラ

ス全体でそれらに対して質問し助言を行う。 

6. リサーチ・クエスチョンの立て方の検討②：担当者 E、F、G、Hが研究進捗状況の報告を行なったのち（各 15 分程度）、クラ

ス全体でそれらに対して質問し助言を行う。 

7. リサーチ・クエスチョンの立て方の検討③：担当者 I、J、K、L、Mが研究進捗状況の報告を行なったのち（各 15 分程度）、ク

ラス全体でそれらに対して質問し助言を行う。 
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8. 担当者 A と B が研究報告を行う（質疑応答込で 50分 x2）。 

9. 担当者 C と D が研究報告を行う（質疑応答込で 50分 x2）。 

10. 担当者 E と Fが研究報告を行う（質疑応答込で 50分 x2）。 

11. 担当者 G と Hが研究報告を行う（質疑応答込で 50 分 x2）。 

12. 担当者 I と J が研究報告を行う（質疑応答込で 50 分 x2）。 

13. 担当者 K と Lが研究報告を行う（質疑応答込で 50分 x2）。 

14. 担当者 M が研究報告を行う（質疑応答込で 50 分）。加えて、全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明を行

う。 

 

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

必ず、次回の演習で扱う研究書・論文を予習した上で授業に臨むこと。研究報告後の全体討議で得た助言や質問等を参考にし

て、最終レポートをまとめること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/研究発表 x2（1 回目：10％、2回目：30%）(40%)/発表者に対する助言・質問および全体討議への

貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じて、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小杉泰, 林佳代子, 東長靖編、2008、『イスラーム世界研究マニュアル』、名古屋大学出版社 (ISBN:9784815805944) 

2. モンテスキュー著, 大岩誠訳、1997、『ペルシア人の手紙 上』、岩波文庫 (ISBN:9784003400562) 

3. モンテスキュー著, 大岩誠訳、1997、『ペルシア人の手紙 下』、岩波文庫 (ISBN:9784003400579) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終レポートの提出にあたっては、Blackboard を利用すること。初回授業時に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤと

パスワードを確認しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx  

 

注意事項（Notice） 
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■AC153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ７ 

(Seminars I7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化論（１） 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学は、さまざまな地域に暮らす人間の思考様式や実践の比較検討を通して、「人類とは何か」という問いに答えることを

目指す学問である。この演習では、文化人類学の基礎的な考え方と方法を、世界各地の宗教実践や政治体系、親族規範、セク

シュアリティ、物質文化などをめぐる事例を通して学ぶ。同時に、これまで自明視してきた価値規範について客観的・批判的に分

析する力を養う。さらに、受講生の興味関心とこれらのトピックを関連付けて思考する力を育成する。 

 

The ultimate goal of cultural anthropology is to answer the question, "what is human beings?" through a comparative study of 

modes of thoughts and practices in various regions. In this class, we will learn the basic ideas and methods of cultural 

anthropology through examples of religious practices, political systems, kinship norms, sexuality, and material cultures around 

the world. At the same time, we will cultivate our ability to analyze the value norms that they have taken for granted objectively 

and critically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文化・社会人類学に関する文献の輪読および学生の研究発表を中心とする。輪読では、発表者とコメンテータを毎回決め、受講

生全員で議論を行う。学生の発表は、学生の関心に基づいてテーマを決め、グループ発表や個人発表を行う。 

 

This class focuses on reading the literature on cultural and social anthropology. Also, student make research presentations 

based on their interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 総括 

 

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

指定のテキストを事前に精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論貢献度とコメント(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ８ 

(Seminars I8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化論（２） 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教・信仰や世界観は、文化人類学の主要テーマの一つである。この演習では、世界各地の信仰と宗教実践を知り、人類が形

成してきた多種多様な宇宙や死生観の共通項を探る。祭り、儀礼、神話、占い、妖術、仮面などがキーワードとして挙げられる。

同時に、これらの宗教実践と、自社会の日常的実践の関連性を分析する力を養う。また、受講生の興味関心とこれらのトピックを

関連付けて思考する力を育成する。 

 

Religion and cosmologies are one of the main themes of cultural anthropology. In this class, we will learn about religion and 

religious practices around the world, and explore the similarities and differences of universes and views of life and death. 

Festivals, rituals, myths, fortune-telling, witchcraft, masks, etc. are main keywords. At the same time, we will learn how to 

analyze the relevance of these religious practices and the daily practices of our own societies.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学・宗教人類学にかかわる文献の輪読および学生の研究発表を中心とする。輪読では、発表者とコメンテータを毎回決

め、受講生全員で議論を行う。学生の研究発表では、各自がテーマを決め、グループ発表あるいは個人発表を行う。場合によっ

ては、小規模のフィールドワークを行うこともある。 

 

This class focuses on reading the literature on cultural anthropology and religious studies. Also, student make research 

presentations based on their interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 総括 

 

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

指定のテキストを事前に精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論貢献度とコメント(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ９ 

(Seminars I9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究の方法 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国内の代表的な都市や地域の産業や文化、歴史について、地形図や統計データ・文献資料などを利用して調べ、地域について

の興味や関心を深める。 

 

Students will investigate the industry, the culture and the history as a good example of Japanese cities and regions by using the 

topographical map, statistics, literature and documents. Students will arrive at their actual interest and make focus on their 

matters of concern about Japanese cities and regions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

全国を網羅する『地図で読む百年』シリーズの著書の中から、興味・関心のある都市や地域を選択して、調べた内容を授業で紹

介し、全体討論を行う。 

参加者による発表と全体討論を繰り返し、日本の都市や地域の特徴について理解を深める。 

 

Students will choose cities or regions that they have an interest or concern from the book named “the Chizu de yomu hyaku-

nen” (series of books), and give their presentations at class, then discuss about it with others. Students will extend their 

understanding about the characteristic of cities and regions in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による報告(1) 

2. 参加者による報告(2) 

3. 参加者による報告(3) 

4. 参加者による報告(4) 

5. 参加者による報告(5) 

6. 参加者による報告(6) 

7. 参加者による報告(7) 

8. 参加者による報告(8) 

9. 参加者による報告(9) 

10. 参加者による報告(10) 

11. 参加者による報告(11) 

12. 参加者による報告(12) 

13. 参加者による報告(13) 

14. 参加者による報告(14) 

 

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

『地図で読む百年』シリーズは，全冊が立教大学の図書館に配架されている（北海道，東北，関東 1，関東 2，中部 1，中部 2，近

畿 1，近畿 2，中国・四国，九州）．事前にその内容を確認しておくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/全体討論での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない． 

 

参考文献（Readings） 

寺阪・平岡・野間・元木編『地図で読む百年』（古今書院 2003年 2,800 円）他（全 10 冊シリーズ） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１０ 

(Seminars I10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究の方法 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的な地域を取り上げて研究テーマを設定し，グループでの事前学習を行い，実際のフィールドワークへと結びつける能力を

養う． 

 

Students will take up a specific region, set research themes, engage in prior learning as a group, and cultivate the ability to 

connect this to actual fieldwork. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習Ｉ9で学んだ地域の調べ方をもとに，実際にフィールドワークを想定した調査・研究能力の習得を目指した授業を展

開する．具体的には，東京とその近郊のある地域を選定し，その自然環境や土地利用の変遷，地域開発の歴史，人口構成の変

化などをテーマに，新旧の地形図，統計，文献資料などをもとに調べる．さらにその成果を授業内で発表して議論を深め，最終的

に報告書としてまとめる．なお， 調査する地域やテーマ，担当などについては，第１回目の授業時に相談の上決定するので．必

ず出席すること。 

 

Based on methods for surveying regions learned in Seminars I9 in the spring semester, the course will conduct classes aimed at 

having students acquire survey and research abilities on the assumption of actual fieldwork. Specifically, students will select 

regions in Tokyo and its suburbs, and will survey new and old topographical maps, statistics, literature, etc. on themes such as 

changes in the natural environment and land use, the history of regional development, and changes in population composition. 

Students will further present their findings in class to deepen discussion, and will finally summarize the findings in reports. 

Students are expected to attend the first class, as themes and regions to survey, leaders, etc. will be determined through 

consultation in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：具体的な調査地域の検討とグルーピング 

2. 各グループによる報告（１） 

3. 各グループによる報告（２） 

4. 各グループによる報告（３） 

5. 各グループによる報告（４） 

6. 各グループによる報告（５） 

7. 各グループによる報告（６） 

8. 各グループによる報告（７） 

9. 各グループによる報告（８） 

10. 各グループによる報告（９） 

11. 各グループによる報告（１０） 

12. 各グループによる報告（１１） 

13. 各グループによる報告（１２） 

14. 各グループによる報告（１３） 

 

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

東京とその近郊を中心に，興味･関心のある地域の歴史や風土，文化などに関する文献研究を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表および議論の内容(40%)/報告書の内容(30%)/出席および授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 
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寺阪・平岡・元木編『関東１地図で読む百年』（古今書院 2003年 2,800 円）他（全 10 冊シリーズ） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１３ 

(Seminars I13) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」「生態」「文化」の相互関係の解明について，研究対象，方法，実証の仕方を地理学，生態人類学などの専門書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

Regarding elucidation of the mutual relationships among "environment," "ecology," and "culture," students will learn about 

research subjects, methods, and means of demonstration through specialized documents, academic papers, and practical 

experience involving geography, ecological anthropology, and other fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者自らが研究テーマを見つけて，研究を進める。従来の研究と自らの問題意識とをあわせてテーマを決め，調査計画をたて

て，フィールドワークを実施する。それをもとにデータを分析・考察を行う。関連分野の論文の講読と自らの研究テーマに関する研

究レビューを積極的に行う。研究テーマの設定，関連する研究のレビュー，研究方法の構築，分析，考察について参加者と討論

を深め，自ら実践できるようにする。 

 

Course takers will find their own research themes and advance their research. Students will determine themes combining past 

research with their own awareness of issues, formulate survey plans, and carry out fieldwork. Based on this, students will 

analyze and consider data. Students will actively read academic papers in related fields and perform research reviews related to 

their research themes. The course will deepen debate with participants concerning the setting of research themes, reviews of 

related research, and construction, analysis, and consideration of research methods, and will enable participants to put these 

into practice on their own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学のテーマ／これまでの研究例の紹介 

2. テーマ発表１／各自の発表と議論 

3. テーマ発表２／同上 

4. テーマ発表３／同上 

5. データの分析方法／方法の紹介 

6. 分析発表１／各自の発表と議論 

7. 分析発表２／同上 

8. 分析発表３／同上 

9. データの考察から展望へ／方法の紹介 

10. 考察発表１／各自の発表と議論 

11. 考察発表２／同上 

12. 考察発表３／同上 

13. 論文のまとめ方 

14. 課題の提示 

 

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

関連専門書を読み、文章力を高め、分析・考察をより深められるように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１４ 

(Seminars I14) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」「生態」「文化」の相互関係の解明について，研究対象，方法，実証の仕方を地理学，生態人類学などの概説書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

Regarding elucidation of the mutual relationships among "environment," "ecology," and "culture," students will learn about 

research subjects, methods, and means of demonstration through summary documents, academic papers, and practical 

experience involving geography, ecological anthropology, and other fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期Ｉ13 に引き続き，各自の研究テーマについて議論を深める。フィールドワークの結果を用いて自らの関心とその分析方法

の理解を深める。以下の項目に関して毎回の担当者の発表と参加者による討論を通じて，分析，考察，論文記述を中心に学ぶ。 

1. 研究テーマに応じた議論の構築 

2. 研究枠組みと方法論の吟味 

3. 先行研究のレビュー 

4. 問題の設定と限定 

5. 予備調査とそれに基づく分析と課題 

 

Continuing from spring semester I13, the course will deepen discussions of research themes. Using the findings of their 

fieldwork, students will deepen their understanding of their interests and methods for their analysis. Students will learn with a 

focus on analysis, consideration, and academic paper writing through presentations by leaders and discussions by participants in 

each session concerning the following items. 

1. Construction of discussions matched to research themes 

2. Close examination of research frameworks and methodologies 

3. Review of prior research 

4. Setting and limiting of issues 

5. Preliminary survey, and analyses and topics based on this 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究課題の確認 

2. 研究課題の構築と研究レビュー１／各自の発表と議論 

3. 研究課題の構築と研究レビュー２／同上 

4. 研究課題の構築と研究レビュー３／同上 

5. 研究課題の構築と研究レビュー4／同上 

6. 予備調査データの収集と分析１／同上 

7. 予備調査データの収集と分析２／同上 

8. 予備調査データの収集と分析３／同上 

9. 予備調査データの収集と分析 4／同上 

10. 分析結果の考察と課題提示１／同上 

11. 分析結果の考察と課題提示２／同上 

12. 分析結果の考察と課題提示３／同上 

13. 分析結果の考察と課題提示 4／同上 

14. 今後の課題と論文のまとめ方 

 

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

自らのテーマに従い調査を行いデータを収集する。 

専門論文に目を通し、分析方法や論文記述の方法を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１５ 

(Seminars I15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国社会史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学研究の成果を批判的に読み解けるようになる。 

 

Studying major issues and events in the history of the United States, students will learn advanced methods of historical studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深める。 

卒論予備論文の準備を並行して進める。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week.  

The course also prepares students for preliminary graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

2. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 

3. アメリカ学会、2018、『アメリカ文化事典』、丸善 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１６ 

(Seminars I16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国社会史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学研究の成果を批判的に読み解けるようになる。 

 

Studying major issues and events in the history of the United States, students will learn advanced methods of historical studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深める。 

卒論予備論文の準備を並行して進める。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week.  

The course also prepares students for preliminary graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

2. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 

3. アメリカ学会、2018、『アメリカ文化事典』、丸善 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１７ 

(Seminars I17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合文化応用演習 1 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、 

(1) 研究課題の立て方と、最適な研究方法について学ぶ。 

(2) 自分の研究や先行研究を評価できるようになる。 

 

The goals of this course are to 

(1) Learn how to develop good questions and choose methods to best answer these questions. 

(2) Develop analytical skills that enable you to evaluate the quality of your own and other scholars’ research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は中級者向けのゼミナールである。受講者は研究課題や進捗状況に応じて、先行研究のレビュー、理論の紹介、研究

計画、データの要約、分析結果のいずれかについて発表する。 

 

The course takes the form of an intermediate seminar for undergraduate students and is discussion based. Each student must 

prepare a progress report. The content should be either a literature review, introduction of theory, research plan, data summary, 

or analysis result. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/本演習の目的と概要の説明 

2. はじめに/論文執筆作法 

3. 研究論文を読む１/論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２/議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３/議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１/研究内容について個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２/同上 

8. 学生報告３/同上 

9. 学生報告４/同上 

10. 学生報告５/同上 

11. 学生報告６/同上 

12. 学生報告７/同上 

13. 学生報告８/同上 

14. まとめ/演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

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

報告の準備を十分に行って、演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１８ 

(Seminars I18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合文化応用演習 2 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、 

(1) 研究課題の立て方と、最適な研究方法について学ぶ。 

(2) 自分の研究や先行研究を評価できるようになる。 

 

The goals of this course are to 

(1) Learn how to develop good questions and choose methods to best answer these questions. 

(2) Develop analytical skills that enable you to evaluate the quality of your own and other scholars’ research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は中級者向けのゼミナールである。受講者は研究課題や進捗状況に応じて、先行研究のレビュー、理論の紹介、研究

計画、データの要約、分析結果のいずれかについて発表する。 

 

The course takes the form of an intermediate seminar for undergraduate students and is discussion based. Each student must 

prepare a progress report. The content should be either a literature review, introduction of theory, research plan, data summary, 

or analysis result. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/本演習の目的と概要の説明 

2. はじめに/論文執筆作法 

3. 研究論文を読む１/論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２/議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３/議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１/研究内容について個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２/同上 

8. 学生報告３/同上 

9. 学生報告４/同上 

10. 学生報告５/同上 

11. 学生報告６/同上 

12. 学生報告７/同上 

13. 学生報告８/同上 

14. まとめ/演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

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

報告の準備を十分に行って、演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１９ 

(Seminars I19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワーク方法論 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、フィールドワークをはじめとする文化人類学の方法論や研究論文の執筆方法を学ぶ。具体的には、学生個人が関

心に基づきテーマを設定し、進捗状況を報告し、議論を行う。 

 

In this class, we will learn the anthropological methodologies of cultural anthropology, including fieldwork, and how to write 

research papers. Specifically, students set themes based on their interests, report their progress, and discuss. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、文化人類学が行ってきた様々な研究方法――理論研究、史資料研究、インタビュー、参与観察――の可能性と限

界について、学生の個人研究を通じて検討する。これを通じて、個々人の研究関心を文化人類学的視点からとらえ直し、問いを

深める。また、フィールドワークや民族誌データを中心とする文化人類学的な研究論文の執筆方法を学び、学生個人の研究を発

展させる。 

 

In this class, the potential and limitations of various research methods conducted by cultural anthropology—theoretical 

research, historical material research, interviews, and participatory observations—are examined through student personal 

studies. Through this, the individual's research interests will be re-evaluated from a cultural anthropological perspective. 

Students will also learn how to write research papers on cultural anthropology, focusing on fieldwork and ethnographic data, and 

develop individual student research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生の研究発表（１） 

3. 学生の研究発表（２） 

4. 学生の研究発表（３） 

5. 学生の研究発表（４） 

6. 学生の研究発表（５） 

7. 学生の研究発表（６） 

8. 学生の研究発表（７） 

9. 学生の研究発表（８） 

10. 学生の研究発表（９） 

11. 学生の研究発表（10） 

12. 学生の研究発表（11） 

13. 学生の研究発表（12） 

14. 学生の研究発表（13） 

 

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

フィールドワークや文献調査など、個人研究を進めること。また自身の発表にそなえ、データの整理・分析を行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２０ 

(Seminars I20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワーク方法論（２） 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、フィールドワークをはじめとする文化人類学の方法論や研究論文の執筆方法を学ぶ。具体的には、学生個人が関

心に基づきテーマを設定し、進捗状況を報告し、議論を行う。 

 

In this class, we will learn the anthropological methodologies of cultural anthropology, including fieldwork, and how to write 

research papers. Specifically, students set themes based on their interests, report their progress, and discuss. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、文化人類学が行ってきた様々な研究方法――理論研究、史資料研究、インタビュー、参与観察――の可能性と限

界について、学生の個人研究を通じて検討する。これを通じて、個々人の研究関心を文化人類学的視点からとらえ直し、問いを

深める。また、フィールドワークや民族誌データを中心とする文化人類学的な研究論文の執筆方法を学び、学生個人の研究を発

展させる。 

 

In this class, the potential and limitations of various research methods conducted by cultural anthropology—theoretical 

research, historical material research, interviews, and participatory observations—are examined through student personal 

studies. Through this, the individual's research interests will be re-evaluated from a cultural anthropological perspective.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生の研究発表（１） 

3. 学生の研究発表（２） 

4. 学生の研究発表（３） 

5. 学生の研究発表（４） 

6. 学生の研究発表（５） 

7. 学生の研究発表（６） 

8. 学生の研究発表（７） 

9. 学生の研究発表（８） 

10. 学生の研究発表（９） 

11. 学生の研究発表（10） 

12. 学生の研究発表（11） 

13. 学生の研究発表（12） 

14. 学生の研究発表（13） 

 

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

フィールドワークや文献調査など、個人研究を進めること。また自身の発表にそなえ、データの整理・分析を行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２１ 

(Seminars I21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究テーマを組み立てる方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文地理学や文化人類学、民俗学などの各分野から各自の興味や関心を絞り、焦点をあてることができる。文献を調べたり、資

料をまとめたり、自ら調査を実施した結果を授業で的確に説明できる。 

 

Students will arrive at their actual interest and make focus on their matters of concern in human geography, cultural 

anthropology and folklore. Students will refer literatures and documents, then explain and illustrate the result to investigate 

their research accurately in the class.   

 

授業の内容（Course Contents） 

研究分野は、ヒトと環境とのかかわりに関連する地理学、文化人類学、生態学などが想定される。毎回の講義は、数人ずつ担当

者が発表を行い、参加者との議論によって構成される。１人２，３回発表を重ねながら、各自の研究課題を明確化し、研究テーマ

を発展させるための調査方法を導き出す。 

 

Students supposed to cover geography, cultural anthropology and ecology to study about the relation between human and 

environment. Some students will give their presentations at every class, then discuss about it with others. Students will make 

their problem clear for research, and expand their theme after a couple of presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（2） 

4. 参加者による報告（3） 

5. 参加者による報告（4） 

6. 参加者による報告（5） 

7. 参加者による報告（6） 

8. 参加者による報告（7） 

9. 参加者による報告（8） 

10. 参加者による報告（9） 

11. 参加者による報告（10） 

12. 参加者による報告（11） 

13. 参加者による報告（12） 

14. 参加者による報告（13） 

 

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

各自，興味関心のあるテーマや地域に関する研究論文や著書を検索しておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/出席(30%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 梶田真・仁平尊明・加藤政洋編、2012、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２２ 

(Seminars I22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域調査と論文執筆 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学や地誌学とその周辺学問分野の成果を踏まえて各自の問題意識を明確化し，文献や資料のみならず自らの調査に基づ

いたオリジナルなデータを含めて，その結果を的確に説明できる．そして発表や推敲を積み重ねながら，論文に仕上げる． 

 

Students will clarify their own awareness of issues based on findings from geography, topography, and peripheral research fields, 

and will become able to accurately explain findings, not only from literature and materials but also from original data based on 

their own surveys. Through the accumulation of presentations and revisions, they will finish their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習Ｉ２１を継続して実施する．毎回の講義では，担当者が発表を行ったうえで，全員で議論を重ねて，論文制作への導

入を図る．そして最終的には，各自が研究課題を明確化して論文をまとめる． 

 

Continuing from Seminars I21 in the spring semester, in each session's lecture the leader will make a presentation and discuss 

with all participants, and work toward thesis production. In the end, participants will clarify their research topics and put 

together their theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自が設定したテーマ・地域に関する研究論文や著書を熟読したり、現地調査を行ったりすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/全体討論での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１１ 

(Seminars I11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎文献や民俗誌を通して、フォークロアを学ぶための基礎知識と考え方を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and concepts for the study of folklore through basic literature and ethnography 

journals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎文献・民俗誌の輪読、民俗調査の事前調査を演習形式で進める。前半は担当者が興味のあるテーマについて文献をまじえ

て紹介し、討論をしながらフォークロアの知識・考え方について受講者で共有していく。後半は民俗調査についての事前調査。い

ずれもグループワークとして行う。  

 

The course will proceed in exercises format, through group reading of basic literature and ethnography journals, and prior 

surveys for fieldwork. In the first half of the course, leaders will introduce subjects of interest from a grounding in literature, and 

will share knowledge and concepts of folklore with course takers while engaging in discussion. The second half will focus on 

prior surveys in folklore studies. Students will conduct presentations in groups.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義 

3. 演習 1（グループワーク：テーマ 1-1） 

4. 演習 2（グループワーク：テーマ 1-2） 

5. 演習 3（グループワーク：テーマ 1-3） 

6. 演習 4（グループワーク：テーマ 1-4） 

7. 演習 5（グループワーク：テーマ 2-1） 

8. 演習 7（グループワーク：テーマ 2-2） 

9. 演習 8（グループワーク：テーマ 2-3） 

10. 演習 9（グループワーク：テーマ 2-4） 

11. 演習 10（グループワーク：予備調査 1） 

12. 演習 11（グループワーク：予備調査 2） 

13. 演習 12（グループワーク：予備調査 3） 

14. まとめ 

 

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

関心のある対象や出来事について、日ごろから新聞などに目を配っておいてください。また興味を持った祭りやイベントなどに足

を運び、実際に見る・聞く・食べることを通してフォークロアふれてみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/ディスカッションへの参加(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマにあわせて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマにあわせて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１２ 

(Seminars I12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎文献や民俗誌の輪読、民俗調査を通して、フォークロアの知識と考え方を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and concepts of folklore through basic literature, ethnography journals, and folklore 

surveys through fieldwork. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習Ⅰ11で学んだことをふまえて、(1) 受講者各自の興味をもったテーマについての論文を読んで報告する。 

(2) 演習Ⅰ11 で調べた民俗調査を行う。事前の準備・検討と、調査後の報告・討論を通して知見を深めていく。 

 

Based on what was learned in Seminar I11, students will: (1) Read and report on academic papers concerning their subjects of 

interest. 

(2) Carry out fieldwork for which prior surveying was performed in Seminar I11. Students will deepen their knowledge through 

prior preparation and investigation, as well as through reports and discussions following practical training. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表と討論 1 

3. 発表と討論 2 

4. 発表と討論 3 

5. 発表と討論 4 

6. 発表と討論 5 

7. 民俗調査の準備と検討 1 

8. 民俗調査の準備と検討 2 

9. 民俗調査の準備と検討 3 

10. 民俗調査 

11. 民俗調査の報告と討論 1 

12. 民俗調査の報告と討論 2 

13. 民俗調査の報告と討論 3 

14. まとめ 

 

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

個人発表のテキストは、受講者の興味を考慮し演習Ⅰ11 で指示する。夏休みの間に読み、活発な議論ができるように、周到な発

表準備をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/ディスカッションへの参加(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 

 

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

 

 

  



 - 319 - 

■AC169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２３ 

(Seminars H23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次の演習での学習を踏まえ、日本の近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）について専門的な研究書・論文を

読みこなす能力を習得し、合わせてこの時期の史料に対する読解能力を高め、自身で課題を追究する技量を養う。 

 

Based on the learning in second-year exercises, students will acquire the ability to read specialized research books and papers 

concerning the early modern to modern transition period in Japan (the 19th century). They will also enhance their ability to 

comprehend historical materials from the period, and cultivate the skills to pursue topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）の歴史に関する専門的な研究書・論文のいくつかを講読し、各人が担当部

分について調査・発表し、ディスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。また並行して、この時期の史料の読解も行う。 

 

Students will read several specialized research books and papers concerning the early modern to modern transition period in 

Japan (the 19th century). Students will investigate and give presentations on the portions under their charge, and the faculty 

member will add commentary as appropriate during discussions. At the same time, they will comprehend historical materials 

from the period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 文献の講読・発表・ディスカッション（１）、史料読解（１） 

3. 文献の講読・発表・ディスカッション（２）、史料読解（２） 

4. 文献の講読・発表・ディスカッション（３）、史料読解（３） 

5. 文献の講読・発表・ディスカッション（４）、史料読解（４） 

6. 文献の講読・発表・ディスカッション（５）、史料読解（５） 

7. 文献の講読・発表・ディスカッション（６）、史料読解（６） 

8. 文献の講読・発表・ディスカッション（７）、史料読解（７） 

9. 文献の講読・発表・ディスカッション（８）、史料読解（８） 

10. 文献の講読・発表・ディスカッション（９）、史料読解（９） 

11. 文献の講読・発表・ディスカッション（10）、史料読解（10） 

12. 文献の講読・発表・ディスカッション（11）、史料読解（11） 

13. 文献の講読・発表・ディスカッション（12）、史料読解（12） 

14. 文献の講読・発表・ディスカッション（13）、総括 

 

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

毎回、講読する文献を必ず読んでくる。また、史料読解については復習をすること。予習・復習の成果は、毎回の簡単な小テスト

で確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/毎回の予習・復習確認小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

明治維新史学会編『講座明治維新』（有志舎）などから論文を選び、プリントで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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史跡・博物館を見学する合宿などを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２４ 

(Seminars H24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）の専門研究文献・史料をしっかり読解することにより、自身の研究課

題を追究する能力を高める。 

 

Through careful comprehension of specialized research literature and historical materials concerning the early modern to 

modern transition period in Japan (the 19th century), students will enhance the capabilities to pursue research topics of their 

own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）に関する専門研究書・論文および史料を講読し、各人が担当部分について

解読・調査・発表し、ディスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。とりあげる文献・史料は、並行する卒業論文予備演

習との関連を意識しながら選定する。そのうえで自身の研究テーマについて研究報告を行う。 

 

Students will read specialized research books, papers, and historical materials concerning the early modern to modern transition 

period in Japan (the 19th century). Students will decipher, investigate, and give presentations on the portions under their 

charge, and the faculty member will add commentary as appropriate during discussions. The literature and historical materials to 

be taken up will be selected with an awareness of their relation to the graduation thesis preparatory exercises conducted in 

parallel. Following that, students will present research reports on their research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

3. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

4. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

5. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

6. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

7. 史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

8. 史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

9. 史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

10. 史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

11. 史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

12. 研究報告・ディスカッション（１） 

13. 研究報告・ディスカッション（２） 

14. 研究報告のまとめ、総括 

 

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

講読した史料の復習をすること（小テストで確認する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/発表の質および復習確認小テスト(50%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

選定した史料はプリントで配付する。 

 

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

史跡・博物館を見学する合宿などを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２３ 

(Seminars I23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究テーマを設定し、研究の課題と独自性を見出し卒業論文につなげる。その際、研究テーマを先行研究に位置づける作業と、

民俗調査による事例のデータを収集・適切なデータの提示とが求められる。 

 

Students will set research themes, discover topics and unique approaches in the research, and connect these to their 

graduation theses. At that time, work that positions students' research themes as prior research, collection of case study data 

through fieldwork, and presentation of appropriate data will be required of students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が主体的に研究テーマを設定し個人発表を行う。前半はテーマについての先行研究のレビューと研究計画。先行研究は隣

接領域も含めて視野に入れる。後半は調査対象となる事例・夏休み期間中の調査計画について報告を行う。全体での討論を重

ねて、論文の書き方、調査方法、データの提示方法・分析方法を共有しながら学んでいく。 

 

Students will independently set research themes and deliver individual presentations. The first half of the course will consist of 

reviewing prior literature on students' themes, and research planning. Adjacent domains will also be considered for prior 

research. In the second half, students will report on the cases they are investigating, and on their survey plans for the summer 

vacation period. Through repeated discussions during the course, students will learn as they share methods for academic paper 

writing, surveying, data presentation, and analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 個人発表：先行研究レビュー 1 

3. 個人発表：先行研究レビュー 2 

4. 個人発表：先行研究レビュー 3  

5. 個人発表：先行研究レビュー 4 

6. 個人発表：先行研究レビュー 5 

7. 個人発表：先行研究レビュー 6 

8. 個人発表：研究テーマの考察 1 

9. 個人発表：研究テーマの考察 2 

10. 個人発表：研究テーマの考察 3 

11. 個人発表：研究テーマの考察 4 

12. 個人発表：研究テーマの考察 5 

13. 個人発表：研究テーマの考察 6 

14. まとめ 

 

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

研究テーマに関する論文やデータの収集は少しずつでもいいので随時行うこと。また予備的な民俗調査を行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/ディスカッションへの参加(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２４ 

(Seminars I24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究のテーマについてデータを用いて明確に提示し、隣接領域を含む先行研究をふまえた、論理的な構成の予備論文を制作す

る。 

 

Students will deliver clear data-based presentations on their research themes, and will produce preliminary theses with logical 

composition based on prior research, including from adjacent domains. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習Ⅰ23（春学期）を継続し個人発表を行う。前半は夏休み期間中の調査報告（調査で得たオリジナルなデータの提示と分析）に

ついて発表し、討論する。後半は前半発表に対するフィードバックへのリプライをふまえて発表を行い、卒業論文制作に向けた研

究を深化させていく。 

 

Continuing from Seminar I23 (spring semester), students will deliver individual presentations. In the first half of the course, 

students will deliver presentations and engage in discussions on their survey reports during the summer vacation period 

(presentation and analysis of original data obtained through surveys). In the second half, students will deliver presentations 

based on replies to feedback on presentations in the first half, and will deepen research aimed at production of their graduation 

theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表 1 

2. 個人発表 1 

3. 個人発表 2 

4. 個人発表 3 

5. 個人発表 4 

6. 個人発表 5 

7. 個人発表 6 

8. 個人発表 7 

9. 個人発表 8 

10. 個人発表 9 

11. 個人発表 10 

12. 個人発表 11 

13. 個人発表 12 

14. 個人発表 13 

 

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

研究テーマに関する論文やデータの収集は少しずつでもいいので随時行うこと。 

発表に対しする受講者からのコメントを参照し、フィードバックすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(70%)/ディスカッションへの参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC202／フィールドワーク Ｈ２ａ 

(Field Work H2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
院政期・鎌倉時代の京都を考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史料・地誌の読解と現地調査（史跡の調査や博物館での聞き取り）を組み合わせて学び、 日本史研究において必要となる現地

調査に必要な準備作業を行う能力を習得する｡ 

 

The aim of this class is to acquire reading of historical materials, field research, and the ability to perform preparatory work 

necessary for field research for the study of Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代中世の歴史研究はもっぱら文献史料を読みこむ作業が中心になると思われがちであるが、現地に残された史跡や文化財を

調査することもある。現地調査で得た情報が、古代中世における「史実」の解明に貢献することはもちろんのこと、現地を歩くと

き、中世の歴史がそのままのかたちで今に残されている訳では決してないことにも気づくだろう。古代中世の痕跡は、江戸期以降

現代に至るまでの様々な人々の営みによって選択・保存され、今日に残されている。 

 

今年は主なフィールドとして京都、特に「院政期・鎌倉時代の京都」を探ることを考えている。京都といえば「平安時代」あるいは

「室町時代」のイメージが強いが、「鎌倉時代」の京都には朝廷（公家政権）と六波羅探題が存立し、鎌倉とともに日本列島の両極

の一つであった（さらにいえば、鎌倉時代も「院政」の時代であった）。詳しくはガイダンスのときにのべるが、「鎌倉時代の都市鎌

倉」とともに京都をみなければ、「京・鎌倉時代」としての鎌倉時代の理解は不十分なものとなる。なお、山田邦和著『日本中世の

首都と王権都市―京都・嵯峨・福原』がよい導き手となるだろう。 

 

フィールドワークは、春学期中の昼休みや空きコマなどを利用して準備会を行い、8 月上旬に２泊３日の調査を予定している（4月

上旬には具体的な日程の見通しも立っていると思われるので、早めに日程を知りたい者はメールで問い合わせること）。また、京

都との関係を意識しつつ、有志によって鎌倉の巡検も行うかもしれない。 

 

This year, as the main field, I am thinking of exploring Kyoto, especially "Kyoto in the Kamakura period". Kyoto has a strong 

image of "Heian period" or "Muromachi period" but the Imperial Court (Kuge government) and Rokuhara Tandai existed in 

"Kamakura period" Kyoto, which was one of the two extremes of the Japanese archipelago along with Kamakura. Details will be 

given in the guidance, but unless one looks at Kyoto together with "Kamakura City in the Kamakura Period" the understanding 

of the Kamakura period as "Kyoto and Kamakura periods" will be insufficient.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明会 

2. 事前学習  (１)  各自分担部分の決定 

3. 事前学習  (２)  各自分担部分の文献・史料講読 

4. 事前学習  (３)  各自分担部分の文献・史料講読に基づく中間レポート執筆 

5. 現地調査 

6. 現地調査 

7. 現地調査 

8. 現地調査 

9. 現地調査 

10. 現地調査 

11. 現地調査 

12. フィールドワーク報告書の執筆・作成  (１) 

13. フィールドワーク報告書の執筆・作成  (２) 

14. まとめ 

 

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

訪問場所の地誌・調査記録の読み込みやレジュメの作成、事前準備のために昼休みなどに集まって作業することが多い。 
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自分が分担することになった文献・史料の講読と報告の準備、 現地の人々との交流や質疑応答、 報告書の文章の執筆など、 

一人一人が自覚をもって主体的に行わなければならない作業が多い｡ 問題意識や主体的に取り組む姿勢・責任感をもった学生

の受講を希望する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前・事後学習会（調査報告書作成）への参加と報告内容(50%)/フィールドワークへの参加と参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【※3 月 30 日更新】 

開催日・開催場所については後日、文学部 HP と R Guide にてお知らせします。 

事前にテーマに関わる文献に目を通して, 自分なりの興味関心を養っておくことが望ましい｡ 

 

履修を検討している学生は 4 月上旬頃あらかじめ佐藤（yuki-sato@rikkyo.ac.jp）まで「フィールドワーク希望【学籍番号・名前】」と

いうタイトルをつけてメールを送ってください（メールを送った後、諸般の事情で履修を見合わせることは可能です）。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ｉ１ 

(Field Work I1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスタンブルフィールドワーク（準備） 

担当者名 

（Instructor） 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3630 

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、秋学期のフィールドワーク Ｉ２でトルコのイスタンブルで実施されるフィールドワークの準備を行うことである。 

 

The aim of this course is to prepare for fieldwork in Istanbul, Turkey, which will take place in the  Field WorkＩ2 during the  fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、学生は建築史学及び都市史学の基本理論と、フィールドワーク Ｉ２を受講するために必要なフィールドワーク手法

を学ぶ。授業では文献講読の発表やディスカッションが行われる。いずれも学生には積極的な取り組みが求められる。フィールド

ワーク Ｉ１は、 フィールドワーク Ｉ２を履修する学生のみが履修できる。 

 

In this course, the students will learn the fundamental theory of architectural and urban history and acquire fieldwork 

techniques essential for taking the Field WorkＩ2. The course will involve presentations on assigned literature and discussions, 

with an emphasis on proactive learning by the students. This course is a prerequisite for Field WorkＩ2  and open only to 

students who take it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／授業の進め方 

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. テーマに関連する建築の見学会（東京都内） 

14. まとめ／レポート作成への助言 

 

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

履修者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加・貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読テキストは初回授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献リストは授業内で配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「その他 」 登録のための説明・登録会は中止します。履修登録方法は、こちら[ https://ry.rikkyo.ac.jp/yoko/arts_regist.html]を

ご確認ください。 説明・登録会 は中止しますが、「履修登録申請書」の提出締切（メール受付のみ）は 4月 7 日ですのでご注意く

ださい。 
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注意事項（Notice） 
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■AC204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ｉ２ 

(Field Work I2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスタンブルフィールドワーク（実践） 

担当者名 

（Instructor） 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3630 

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、建築遺産や街並みを理解することによって、異なる文化的背景をもつ人々の共生の歴史を理解することであ

る。 

 

The aim of this course is to help students acquire an historical understanding of coexisting people with different cultural 

backgrounds by analyzing architectural heritage and cityscapes in Istanbul. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では歴史的建造物や伝統的街並みの調査を行い、都市イスタンブルに生きた人々の歴史を読み解く経験を積む。帰国

後に学生は報告書を作成する。フィールドワーク Ｉ１を履修していることが前提条件である。 

 

This course intends to provide you with experience of surveying historical architecture and traditional cityscapes and trying to 

understand the history of various people who lived in Istanbul. Students will be required to write a report after the fieldwork. 

Field Work I１ is a prerequisite for this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／授業の進め方 

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. イスタンブルフィールドワーク（秋季休暇を利用して行う） 

9. 演習 (7) 

10. 演習 (8) 

11. 演習 (9) 

12. 演習 (10) 

13. 演習 (11) 

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、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/フィールドワークへの参加・貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読テキストは初回授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献リストは授業内で配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「その他 」 登録のための説明・登録会は中止します。履修登録方法は、こちら[ https://ry.rikkyo.ac.jp/yoko/arts_regist.html]を

ご確認ください。 説明・登録会 は中止しますが、「履修登録申請書」の提出締切（メール受付のみ）は 4月 7 日ですのでご注意く

ださい。 
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注意事項（Notice） 
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■AC232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC232／専門基礎 ２ 

(Workshops for Academic Researchers 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ系言語２ 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 均(SUZUKI HITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

     The year 2020 started with the shock-waves deriving from the worsening of Iran-US relations. The confrontation of the 

two countries is one of the main sources of problems of contemporary Middle East. Its inevitable results are affecting very 

negatively to the economy and security worldwide, including Japan. 

     We cannot escape from this overwhelmingly complicated relations of the two countries when we try to approach the 

political and social issues in the contemporary Iran and Middle East, and it is important to be conscious from the outset that the 

Western-language sources of information are apparently insufficient and unbalanced in order to recognize the aspects of 

confrontations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

     In this course we are pursuing to get the basic knowledge and information as to continue studying about the rich social, 

historical and cultural aspects of Iran. Along with this we try start learning the Persian language, and in the end of the course 

we would expect to have learned the whole set of letters, which is similar to Arabic letters. At the start-point we don’t need 

any special knowledge about Iran and Iranian people, but we could expect to finally get a truly balanced world-view, not 

western- or American-oriented views. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Geographical and linguistic conditions of Iran, Afghanistan and their surroundings (1) 

3. Geographical and linguistic conditions of Iran, Afghanistan and their surroundings (2) 

4. Modern and contemporary history of Iran (1) 

5. Modern and contemporary history of Iran (2) 

6. Modern and contemporary history of Iran (3) 

7. Introducing Japanese studies on the Iranian societies (1) 

8. Introducing Japanese studies on the Iranian societies (2) 

9. Approaching Iranian society and culture through Iranian films (1) 

10. Approaching Iranian society and culture through Iranian films (2) 

11. Approaching Iranian society and culture through Iranian films (3) 

12. Searching for other viewpoints 

13. Course summary 

14. Reserve 

 

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

No need to do special preparations or follow-ups. Only try learn the Persian letters during the course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席態度(20%)/ペルシャ文字の習得(20%)/授業への貢献度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中村ファラ、2012、『まずはこれだけペルシア語』、国際語学社 (ISBN:4877316159) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストについては文字を習得するための最低限の部分はコピーを配布するが、さらにペルシャ語の基本的な表現にも興味のあ

る学生は自ら入手することが望ましい。 
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注意事項（Notice） 
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■AC233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC233／専門基礎 ３ 

(Workshops for Academic Researchers 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語１ 

担当者名 

（Instructor） 
畑 瞬一郎(HATA SHUNICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イタリア語文法の基礎を理解し, 簡単な挨拶や会話ができるようになることをめざす。 

 

Students will learn the basics of Italian grammar and gain ability in simple greetings and conversation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語の初級文法を習得する。 

 

指定のテキストにしたがって文法事項を解説するとともに、習得した文法事項を応用する練習問題などを通して、理解を深め、使

える外国語として定着させる。 

 

Students will learn introductory-level Italian grammar. 

 

While explaining the grammatical matters according to the specified texts, the course will deepen students' understanding 

through practice questions that apply the learned grammar, etc., to establish the language as a usable foreign language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 イタリア語について 

2. アルファベートと簡単な挨拶． 

3. 名詞と冠詞 

4. 直説法現在 essere / avere 

5. 形容詞 

6. 直説法現在・規則動詞 

7. 直説法現在・不規則動詞 

8. 直説法現在・不規則動詞２ 

9. 人称代名詞 

10. 再帰動詞 

11. 命令法 

12. 直説法近過去 

13. 直説法近過去２ 

14. まとめと復習 

 

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

外国語の初歩を学ぶ際は復習が重要である。短時間の復習を頻繁に繰り返すことが語学習熟のための効果的かつ効率的な学

習法と認識されたい。家庭学習での復習は必須。テキストに掲載された問題が宿題となることも少なくない。 

いずれにせよ、授業時間だけでの学習では十分ではなく、授業外での反復学習が求められることを理解した上で履修すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各授業での課題(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業への積極的参加 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2013、『基礎イタリア語講座(-ＣＤ付改訂版)』、朝日出版社 (ISBN:978-4255553115) 

2. 池田廉 他、1999、『伊和中辞典』、小学館 (ISBN:978-4095154022) 

3. 秋山余思 他、2011、『プリーモ伊和辞典』、白水社 (ISBN:978-4560000854) 

１．の教科書は「必須」。 

２．もしくは ３．の辞書は、いずれかの購入が強く推奨される（古本可）。 
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※  電子辞書あるいはネット上の辞書類はお勧めできない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長神 悟、2018、『イタリア語の ABC』、白水社 (ISBN:978-4560087831) 

2. 藤谷 道夫 、他、2013、『入門 イタリア語の最初歩』、三修社 (ISBN:978-4384057508) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC234／専門基礎 ４ 

(Workshops for Academic Researchers 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イングリッシュ・コンプリヘンジョン 

担当者名 

（Instructor） 
内田 雅克(UCHIDA MASAKATSU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語力を高めながら、「ジェンダー」「セクシュアリティ」を日本近代史のなかに考察し、さらに歴史の重要性を考える。 

 

This course aims for students (1) to examine gender and sexuality in modern Japanese history and (2) to consider the value of 

history while improving their English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

CLIL(Content and Language Integrated Learning)という英語学習法を採用し、４つの C[Content（内容）、Communication（言語）、

Cognition（思考）、Community（恊学）]の Contentに日本近代ジェンダー史を据える。言語能力に関しては、読解力、聴解力を養

い、語彙を増強し、さらに英語で表現する能力を身につけることが目指される。 

 

This course is a basic Content and Language Integrated Learning (CLIL) class. The main content is "Modern Gender History in 

Japan." The language aims are to help students strengthen their reading and listening comprehension, increase their vocabulary, 

and acquire the ability to express their thoughts in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業内容、事前事後学習、評価項目などの説明） 

2. Main Topic ：シリーズ「少年」① 富国強兵の少年 

Supplementary teaching materials 

3. Main Topic ：「少女」の誕生 

Supplementary teaching materials 

4. Main Topic ：一葉『たけくらべ』が見せた「女」 

Supplementary teaching materials 

5. Main Topic ：鷗外『舞姫』が見せた「男」 

Supplementary teaching materials 

6. チャレンジ「英語でエッセイ」① 

Supplementary teaching materials 

7. Main Topic ：シリーズ「少年」② 大正デモクラシーの少年 

Supplementary teaching materials 

8. Main Topic ：モボ竹久夢二とトランスジェンダー 

Supplementary teaching materials 

9. Main Topic ：モガ吉屋信子と同性婚 

Supplementary teaching materials 

10. Main Topic ：ホモセクシュアルの日本史 

Supplementary teaching materials 

11. Main Topic ：シリーズ「少年」③軍事化の少年 

Supplementary teaching materials 

12. チャレンジ「英語でエッセイ」② 

Supplementary teaching materials 

13. チャレンジ「英語でプレゼン」① 

Supplementary teaching materials 

14. チャレンジ「英語でプレゼン」② 

Supplementary teaching materials 

 

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

予習 

   論文読解、レクチャー語彙の確認など 
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復習 

   語彙の定着、エッセイやプレゼンの準備など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業（ディスカッションなど）参加及び授業内小テスト(40%)/エッセイ(40%)/プレゼン(20%) 

三分の一以上欠席した場合は評価対象外となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Lynn Hunt. 2018. HISTORY why it matters. Polity Press (ISBN:AAC9781509525546) 

Main Topic に関しては、オリジナルのテキストを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊ 

Main Topic に加えて、「歴史」や「歴史学」に関して、英書や映画（Supplementary Teaching Materials）を通して考えて行きます。 

＊ 

受講生数により、プレゼンの予定には変更の可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC236／専門基礎 ６ 

(Workshops for Academic Researchers 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語２ 

担当者名 

（Instructor） 
畑 瞬一郎(HATA SHUNICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イタリア語文法の基礎を理解し, 平易な文を扱えるレベルに到達することをめざす。 

 

Students will learn the basics of Italian grammar and will progress to the level of handling simple texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語の初級文法を習得する（春学期の「専門基礎３」で学んだ知識に基づいて、さらに文法事項を学んでいく）。 

 

指定のテキストにしたがって文法事項を解説するとともに、習得した文法事項を応用する練習問題などを通して、理解を深め、使

える外国語として定着させる。 

 

Students will learn beginner-level Italian grammar (progressing beyond the knowledge learned in Workshops for Academic 

Researchers 3 in the spring semester). 

 

While explaining the grammatical matters according to the specified texts, the course will deepen students' understanding 

through practice questions that apply the learned grammar, etc., to establish the language as a usable foreign language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文法の復習（春学期学習事項の確認） 

2. 文法の復習（春学期学習事項の確認）２ 

3. 直説法半過去・大過去 

4. 直説法未来・先立未来 

5. 受動態 

6. 比較級・最上級 

7. 関係詞１ 

8. 関係詞２  ジェルンディオ 

9. 条件法 

10. 接続法 

11. 接続法２ 

12. 遠過去・先立過去 

13. 補遺など 

14. まとめと復習 

 

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

外国語の初歩を学ぶ際は復習が重要である。短時間の復習を頻繁に繰り返すことが語学習熟のための効果的かつ効率的な学

習法と認識されたい。家庭学習での復習は必須。テキストに掲載された問題が宿題となることも少なくない。 

いずれにせよ、授業時間だけでの学習では十分ではなく、授業外での反復学習が求められることを理解した上で履修すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/各課の課題習熟度(30%)/総合課題習熟度(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業への積極的参加 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2007、『基礎イタリア語講座』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-55303-0) 

2. 池田廉 他、1999、『伊和中辞典』、小学館 (ISBN:978-4095154022) 

3. 秋山余思 他、2011、『プリーモ伊和辞典』、白水社 (ISBN:978-4560000854) 

１．の教科書は「必須」。 

２．もしくは ３．の辞書は、いずれかの購入が強く推奨される。 
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※ 電子辞書あるいはネット上の辞書類はお勧めできない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長神 悟、2018、『イタリア語の ABC』、白水社 (ISBN:978-4560087831) 

2. 藤谷 道夫、他、2013、『入門 イタリア語の最初歩』、三修社 (ISBN:978-4384057508) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修にあたっては春学期の「専門基礎３」を修得していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC237／専門基礎 ７ 

(Workshops for Academic Researchers 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語３ 

担当者名 

（Instructor） 
粕谷 典子(KASUYA NORIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ロシア語の初級文法や慣用表現を習得し、簡単な日常会話や短い文章を理解できるようになる。あわせてロシアの文化について

様々な分野（歴史、宗教、料理、美術、演劇、文学、建築、映画、音楽等）にわたって知識を得て、ロシア語やロシアという国につ

いて多角的に見る目を養う。またロシア語は独立国家共同体（ウクライナ、ベラルーシ、中央アジア、カフカス等）に加入する周辺

の国々でもいまだに広く用いられており、これらの国々に対する広い視野を持てるようになることも期待される。 

 

The purposes of this course are the following: to master Russian basic grammar and some idioms and to understand brief 

conversations and short sentences; to learn about Russian culture in various fields (history, religion, cuisine, art, drama, 

literature, architecture, film, music, etc.) and to obtain wide-ranging knowledge of the Russian language and Russia since 

Russian is still widely used in neighboring countries that joined the Commonwealth of Independent States (CIS; e.g., Ukraine, 

Belarus, Central Asia, Kafkas); and to gain a broader perspective on these countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ロシア語の初歩を半年で習得するために、各回の授業では文法事項をまとめて解説し、短い会話文を用いた練習問題で定着を

図る。その際発音やイントネーションにも留意し、実践的な会話の能力も同時に養う。授業内では受講生がそれぞれロシア語を

書く、話すなどの作業時間を取り、ロシア語に直接触れて使い慣れるように心がける。また毎回ロシアの文化についてトピックを

一つずつ取り上げ、紹介する。 

 

To learn the basics of Russian in four months, students learn some grammatical points during every meeting. After the 

explanation of grammar, students practice with exercises using short conversational sentences. At the same time, students also 

pay attention to pronunciation and intonation to develop practical conversation skills. During meetings, students have time to 

write and speak Russian by themselves. The instructor also introduces one topic about Russian culture during every meeting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ロシア語の概要、アルファベット（1） 

2. アルファベット（2） 

3. 平叙文・疑問文、人称代名詞 

4. 否定文、挨拶の表現 

5. 名詞の性、所有代名詞・指示代名詞・形容詞の変化 

6. 動詞の第一変化・第二変化 

7. 名詞の複数形と動詞の命令形 

8. 前置格と場所の表現 

9. 対格と直接目的語 

10. 行先の表現 

11. 動詞の過去形・未来形 

12. 生格と所有・否定の表現 

13. 与格と間接目的語 

14. 造格と手段の表現 

 

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

復習：各回の授業で学んだ会話文を書き、訳す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での課題(50%)/授業内で指示した提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黒田龍之助、2018、『ニューエクスプレスプラスロシア語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08777-0) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進度や内容は、受講生の興味に応じて変更する可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC239／専門基礎 ９ 

(Workshops for Academic Researchers 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代資料論 

担当者名 

（Instructor） 
中野 良(NAKANO RYO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア歴史資料センターをはじめとする、日本近代資料のデータベースやデジタルアーカイブの特性を理解し、研究利用のため

の基礎知識を習得し、調査・読解能力を身につける。 

 

The purposes of this course are (1) to understand the characteristics and usage of databases or "digital archives" providing the 

historical documents of modern Japan, for example the Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), and (2) to improve 

the ability to research and decipher the historical documents of modern Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

デジタル時代の歴史研究には、各種の資料データベースやデジタルアーカイブで公開されている歴史資料の利用が不可欠かつ

有用である。この授業では、国立公文書館アジア歴史資料センターを主な題材として、データベースやデジタルアーカイブを通じ

た日本近代資料の検索・収集方法や、デジタルアーカイブで公開されている近代公文書資料（行政文書、外交文書、戦史史料

等）の読解について学ぶとともに、データベースやデジタルアーカイブそのものの特性についても理解を深める。 

授業では、備え付けの端末を用いて実際にアジア歴史資料センターやその他のデータベースにアクセスし、資料の検索と閲覧を

行う。 

 

For historical science in the digital era, students must use the historical documents provided through various databases or 

"digital archives." In this course, students learn how to search and collect the historical documents of modern Japan through 

databases, mainly the Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), and how to decipher these documents, especially 

official documents. Additionally, students should understand characteristics of databases or "digital archives." Students in this 

course access JACAR and other database through PCs in the classroom. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス データベース・デジタルアーカイブと歴史研究 

2. デジタルアーカイブの特性と傾向 

3. アジア歴史資料センターの来歴と特徴 

4. 近代公文書資料の構造と特徴 

5. アジ歴で公文書資料を読む １ 

6. アジ歴で公文書資料を読む ２ 

7. アジ歴で公文書資料を読む ３ 

8. アジ歴で公文書資料を読む ４ 

9. アジ歴で公文書資料を読む ５ 

10. アジ歴で公文書資料を読む ６ 

11. アジ歴で公文書資料を読む ７ 

12. アジ歴で公文書資料を読む ８ 

13. アジ歴で公文書資料を読む ９ 

14. これからの歴史研究とデジタルアーカイブ 

 

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。Web端末を用いた作業を指示する場合があるので、授業時間外に学内や自宅で Webにアクセスできる環境

にあることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(75%)/リアクションペーパーの提出ならびに授業中に指示する課題への取り組み状況(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメや、アジア歴史資料センターに関する参考資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 波多野澄雄、2011、『国家と歴史 戦後日本の歴史問題』、中央公論新社 (ISBN:978-4121021373) 

2. 波多野澄雄・大野太幹、2016、『情報管理』 59 巻 7 号 「国立公文書館アジア歴史資料センター15 年の取り組み」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/59/7/59_465/_html/-char/ja、国立研究開発法人 科学技術振興機構 

(ISSN:0021-7298) 

3. 波多野澄雄ほか、2018、『中央史学』第 41 号 「アジア歴史資料センターと歴史研究」、中央史学会 (ISSN:0388-9440) 

4. 国文学研究資料館史料館（編）、2003、『アーカイブズの科学』、柏書房 (ISBN:978-4760124237) 

5. 瀬畑源、2011、『公文書をつかう 公文書管理制度と歴史研究』、青弓社 (ISBN:978-4787233325) 

6. 岡本真・柳与志夫（編）、2015、『デジタル・アーカイブとは何か』、勉誠出版 (ISBN:978-4585200345 ) 

その他、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国立公文書館アジア歴史資料センター https://www.jacar.go.jp/ 

国立公文書館デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/ 

外務省外交史料館 https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/index.html 

防衛省防衛研究所戦史研究センター史料閲覧室 http://www.nids.mod.go.jp/military_archives/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■AC243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC243／専門基礎 １３ 

(Workshops for Academic Researchers 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ系言語３ 

担当者名 

（Instructor） 
石丸 由美(ISHIMARU YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2643 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

トルコ語の基本的文法及び会話の習得 

 

The purpose of this class is to master basic Turkish grammar and daily conversation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

トルコ語の初級文法を学びます。特に会話に必要な文法を中心に学習し、簡単な日常会話の習得を目指します 

 

In this course students are expected to master elementary Turkish grammar and practice Turkish conversation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. トルコ語とは。母音調和 

2. 平叙文と疑問文 

3. 動詞の現在形と名詞の-de 格、-den 格 

4. 動詞の過去形と名詞の-e 格、-le 格 

5. 名詞の-nin 格と所属人称 

6. 複合名詞と存在文、所有文 

7. 動詞の未来形と名詞の-i 格 

8. 動詞の中立形 

9. 動詞の提案形、命令形、願望形 

10. 後置詞 

11. 可能、不可能、動詞の-miş過去形 

12. 動名詞、義務、必要の表現 

13. 副動詞 

14. まとめ、最終テスト 

 

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

必要に応じ別途指示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の小リポート(テスト)(複数回)と授業参加度(100%) 

5 回以上欠席の場合は単位習得不可【変更前】最終テスト(Final Test)30%, 平常点（授業内で指示した提出物）70% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 東京外国語大学トルコ語専攻（編）、2012、『トルコ語文法初級・中級』、東京外国語大学 (ISBN:978-4-903386-18-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／抽選登録／専門基礎 １５ 

(Workshops for Academic Researchers 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カルトグラフィ 

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） 
HIS2640 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 200 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地図の概念や種類，利用方法などを習得し，利用目的に応じた適切な地図の選択や，的確な地図の読み取りが可能になること．  

 

The aims of this course are  

(1) to learn the concept, type, and usage method of the map 

(2) to be able to select the appropriate map according to the purpose of use, and 

(3) to understand the appropriate map. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地図は地域の調査や分析などに必要不可欠であり，様々な場面で用いられる有用なツールである．本講義では，地図の歴史や

概念・種類など幅広く扱う．また，地図に関する基本的な知識を紹介し，地図の利用に関する作業も行う．近年さまざまな分野で

利用が進む，GIS(地理情報システム)に関する内容も扱う．  

 

Maps are essential for regional research and analysis and are useful tools used in various situations. In this course, students are 

expected to deal with a wide range of map history, concepts, and types. This course introduces basic knowledge about maps 

and practice the use of maps. This course also deals with the content of GIS (Geographic Information System), which is being 

used in various fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義概要を説明する．その後，初回の内容として，地図の概念や分類を紹介する．  

2. 地図の歴史：西洋と日本における歴史的地図を紹介する．併せて，地図が示す当時の社会の世界観を紹介する．  

3. 地図の種類：主に国土地理院が発行している，さまざまな一般図と主題図を紹介する．  

4. 地図の作成方法：地図は測量に基づいて作成される．地図がどのような工程によって作成されるか紹介する．  

5. 地図投影法：球体である地球を平面上に表現するために必要となる，投影法を講義する．  

6. 地図の表現：地図の作成にあたって，適切な情報伝達を可能とするための地図表現を紹介する．  

7. 地図の利用（自然的分野）：国土地理院刊行の 2 万 5 千分の 1地形図の読図を行う．講義の後，作業を通して自然条件の

読み取りを行う．  

8. 地図の利用（社会・人文的分野）：複数の主題図の読図を行う．講義の後，作業を通して意思決定への地図利用の有効性

を理解する．  

9. 行動と地図：日常生活の行動を表現する地図や，記憶の地図であるメンタルマップを紹介する．  

10. GIS（地理情報システム）：近年さまざまな分野で利用が進んでいる GISについて講義する．  

11. デジタル地図の拡がり：インターネットやフリーソフトを通して身近になったデジタルマップの拡がりを紹介する．  

12. デジタル地図の利用と作成：デジタル地図の利用とウェブ上での作成方法をいくつか紹介する．  

13. 地図利用の将来：幅広い分野で進んでいる地図の利活用を紹介し，地図・地理情報の将来へ向けた動向を講義する．  

14. まとめ：講義全体の概要をまとめ，最終テストに関する説明を行う．  

 

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

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard 上で履修者に対して行う．  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義中に指示する小レポート(30%)/講義中に指示する作業課題(30%) 

成績評価を受けるためには，すべての作業課題・小レポートの提出が必要である． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 浮田典良・森 三紀、2004、『地図表現ガイドブック』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4888488479) 
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2. 若林芳樹、2018、『地図の進化論: 地理空間情報と人間の未来』、創元社 (ISBN:9784422400372) 

3. 今尾恵介、2011、『地図で読む戦争の時代―描かれた日本、描かれなかった日本』、白水社 (ISBN:9784560081181) 

4. アーサー・H.ロビンソン[ほか]共著 ; 永井信夫訳、1984、『地図学の基礎』、地図情報センター (ISBN:4807181092) 

5. マーク・モンモニア著 ; 渡辺潤訳、1995、『地図は嘘つきである』、晶文社 (ISBN:4794962185) 

6. 田代 博、2016、『地図がわかれば社会がわかる』、新日本出版社 (ISBN:9784406060370) 

7. アン・ルーニー著 ; 高作自子訳、2016、『地図の物語』、日経ナショナルジオグラフィック社 (ISBN:9784863133587) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内では，地図の読み取りや作成に関する作業も行うため，色鉛筆（蛍光ペン・ボールペンは不可）等が必要となる．  

 

注意事項（Notice） 
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■AC251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC251／フィールドワーク Ｈ１ｂ 

(Field Work H1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
対馬の歴史と現在 ―その境界性と周縁・辺境性― 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異国・異民族間の境界領域の歴史について、その境界性と周縁・辺境性を理解することによって、近代以降の国家を相対化しつ

つ、現在の諸問題を考察する視座を獲得する。 

 

By understanding the nature of borders and the periphery/frontier in the histories of border areas between different countries 

and ethnic groups, students will acquire viewpoints for considering present-day issues while relativizing the modern-day state. 

 

授業の内容（Course Contents） 

対馬（長崎県対馬市）は日本列島と朝鮮半島を架橋する地域であり、古くから日朝（日韓）交流の歴史があり、古代から現代まで

の魅力的な史跡・文化財が豊富にある。また貴重な自然も残る。受講生各人の関心ある時代・分野に従って研究テーマを設定

し、それらについて事前に調べたうえで、３泊４日で現地へ行って史跡を調査する。また対馬の置かれた現状を認識し、今後の境

界領域のあり方を考える。現地調査後にその成果を報告し、レポートにまとめる。 

 

Tsushima (Tsushima City, Nagasaki Prefecture), a region that bridges the Japanese archipelago and the Korean peninsula, has a 

long history of interchange between Japan and Korea, and is rich in compelling historical and cultural assets that range from 

ancient times to the present. Valuable nature remains there as well. Students will set research themes according to the eras 

and fields that are of interest to them, will investigate these in advance, and will visit the relevant locations for a 4-day, 3-night 

stay to survey historical sites. Students will also recognize the present circumstances of Tsushima, and think about the future 

of border areas. Following field surveys,students will deliver their findings and summarize them in reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、研究の進め方について打合せ 

2. 事前調査報告会（１）、現地調査概要決定 

3. 事前調査報告会（２） 

4. 事前調査報告会（３）、現地調査方法確認 

5. 現地調査（１）対馬市の現状と取り組みについて 

6. 現地調査（２）史跡・文化財調査 

7. 現地調査（３）史跡・文化財調査 

8. 現地調査（４）史跡・文化財調査 

9. 現地調査（５）史跡・文化財調査 

10. 現地調査（６）史跡・文化財調査 

11. 現地調査（７）史跡・文化財調査 

12. 現地調査（８）史跡・文化財調査 

13. 成果報告会（１） 

14. 成果報告会（２） 

 

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

事前調査は、各自が文献・ホームページなどにあたりながら進める。現地調査後、成果をまとめて報告するとともに、レポートを作

成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/フィールドワークへの参加と取り組み(50%)/事前・事後の報告会への参加と報告内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献、ホームページは授業の中で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ガイダンスの開催日程と場所は後日 HP と掲示にて発表。 

ガイダンスに来られない学生は、木村(kimuran@rikkyo.ac.jp)にメールで問い合わせ、研究室に来てガイダンスを受けること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC257／専門基礎 １７ 

(Workshops for Academic Researchers 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古文書・古代 

担当者名 

（Instructor） 
河内 春人(KOUCHI HARUHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2640 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史学において古文書とは何かということを理解し、それを読解するための知識とスキルを習得することを目指す。あわせて古文

書の時代の背景を学習し、古文書がいかなる歴史的状況のもとに出現・使用されるのか総体的に理解する視野を獲得する。 

 

Students are expected to understand an ancient document in many ways in historical science and to acquire the knowledge to 

read and the skills to comprehend. Students are expected to learn the background in the time of the ancient document all 

together and understand the view of under what kind of historical circumstances ancient documents appear and are used. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では特に日本古代における様々な古文書を取り上げて、そこから古文書と同時代の歴史をどのように復元するかという点

に注意しながら分析する。受講生は教員から提示された古文書に取り組みながら読解のスキルを身につける。 

 

This course takes up various ancient documents in Japanese antiquity and analyzes the point of how to restore history 

contemporary with an ancient document in particular. Students are expected to learn the skills of reading and comprehension 

while working on the ancient document shown from instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、古文書の定義 

2. 古代の文書行政 

3. 詔勅 １ 

4. 詔勅 ２ 

5. 太政官符 １ 

6. 太政官符 ２ 

7. 外交文書 １ 

8. 外交文書 ２ 

9. 文書木簡 １ 

10. 文書木簡 ２ 

11. 正倉院文書の世界 

12. 正倉院文書 １ 

13. 正倉院文書 ２ 、古代の古文書の総括 

14. 試験 

 

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

予習・復習を兼ねて、隔週で授業で配布された資料について読解し、翌週の授業で提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(40%)/授業内ミニレポート(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (提出物 30%,リアクションペーパーへの取り組み 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC302／史学講義 ２ 

(Lectures on History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地中海世界２ 

担当者名 

（Instructor） 
小坂 俊介(KOSAKA 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ古代末期・初期中世にかけての都市ローマの歴史的特徴と変容とを理解する。合わせて、研究史の流れをつかみ、関

連史料の性格と解釈方法を理解することを通じて、西洋古代史の知識を習得し、歴史学の方法論を学ぶ。 

 

The aim of this course is to provide historical knowledge of the city of Rome in Late Antiquity (c. 300–800 CE). Students learn 

knowledge of ancient European history, how to investigate sources, and the traditional and current research on the topic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

紀元後 4 世紀から 5 世紀の都市ローマの歴史をさまざまな面から考察する。各回一つのトピックを取り上げ、研究史の展開と最

新の学説を説明する。同時に、古代末期の都市ローマの歴史研究で用いられる史料とその解釈を論じる。 

 

This course aims to consider various aspects of the city of Rome in Late Antiquity from a broad perspective and to argue the 

city's research history, the character of its sources, and its interpretation by addressing a specific theme at each meeting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 都市ローマの成立と発展、古代ローマ史概説 

3. 都市ローマの地誌 

4. 都市景観とその変容 

5. 政治史 

6. 都市行政 

7. 貴族 

8. 商人と平民 

9. 伝統宗教 

10. キリスト教の普及 

11. カレンダー・祝祭 

12. 生と死 

13. 教育と文化 

14. キリスト教的ローマ市の影響 

 

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

予習として、授業時に配布するプリントに示された文献を読み、内容をメモしておく。また、他に授業テーマに関連するであろう文

献があれば書誌情報と内容をメモしておく。復習として、予習で作成した文献メモと授業内容のノート・メモ類を比較し、共通点・相

違点を把握することで、古代末期都市ローマの歴史に関する理解を更に深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー（小課題への回答・質問）(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクションペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。授業の各回で資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. B. Lançon. 2000. Rome in late antiquity : everyday life and urban change, AD 312-609 . Edinburgh University Press 

(ISBN:0748612408) 

2. 弓削達、1991、『永遠のローマ』、講談社 (ISBN:9784061589896) 

3. 青柳正規、1992、『皇帝たちの都ローマ』、中央公論社 (ISBN:9784121011008) 
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4. ベルトラン・ランソン、2013、『古代末期：ローマ世界の変容』、白水社 (ISBN:9784560509814) 

授業時に文献リストを配布する。第 1 回では授業全体と第 2 回に関連する文献リストを配布し、第 2 回以降は各次回の授業に関

連する文献リストを配布する。ただし、適宜追加の文献リストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配布、リアクションペーパーの提出などに Blackboard を使用する予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC304／史学講義 ４ 

(Lectures on History 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代ヨーロッパ２ 

担当者名 

（Instructor） 
安平 弦司(YASUHIRA GENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世オランダにおける様々な宗教的変革とそれにまつわる諸問題を、特にカトリックの視点から考察する。そうすることで、近世ヨ

ーロッパの国家・社会・人びとを宗教を通じて理解するための基本的な知識や視角を習得することを目指す。 

 

This course analyses various religious reforms and their problems in the early modern Netherlands, from the Catholic viewpoint 

in particular. By so doing, the course aims to offer students an opportunity to acquire basic knowledge and perspectives for 

understanding states, society, and people in early modern Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世 (およそ 1500 年頃から 1800 年頃) はヨーロッパにおいて宗教と国家・社会・人びとの関係が大きく変化した激動の時代で

あった。本講義は、これまで専ら改革派 (カルヴァン派) プロテスタンティズムと宗教的寛容でもって理解されてきた近世オランダ

を、カトリックの視点から捉えなおす。そうすることで、プロテスタント国家となった 17 世紀のオランダ共和国を、カトリックがいかに

して生き抜いたのかを明らかにする。講義前半 (第 7 回まで) はオランダを、中世後期からの長い宗教改革、プロテスタント宗教

改革、対抗宗教改革の中に位置づける。講義後半 (第 8 回以降) は、オランダ共和国のカトリックの生存戦略をテーマ毎により

具体的に考察する。 

 

In the early modern era (ca. 1500-1800), religion changed its relationships with states, society, and people in Europe. This 

course investigates the early modern Netherlands from the Catholic point of view, while early modern Dutch history has to date 

been understood primarily in the context of Reformed (Calvinist) Protestantism and religious toleration. By so doing, that history 

reveals how Catholics survived in the Protestant Dutch Republic in the seventeenth century. The first half of the course 

positions the Netherlands in the contexts of the long Reformation from the late middle ages, the Protestant Reformation, and 

the Counter-Reformation. The second half  specifically examines Catholic survival tactics in the Dutch Republic.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：近世オランダのカトリックについて学ぶ意義 

2. 中世後期からの長い宗教改革とオランダ (1) 

3. 中世後期からの長い宗教改革とオランダ (2) 

4. オランダ共和国の成立とプロテスタント宗教改革 (1) 

5. オランダ共和国の成立とプロテスタント宗教改革 (2) 

6. オランダ共和国における対抗宗教改革の展開 (1) 

7. オランダ共和国における対抗宗教改革の展開 (2) 

8. カトリックの空間実践 

9. カトリック男性司祭の都市滞在及び居住 

10. 宗派共同体におけるカトリック女性の役割 

11. カトリック、移民、市民権 

12. カトリックの法廷言説 

13. ジャンセニスム論争とユトレヒト教会分裂 

14. まとめ：共存・寛容・生存戦略 

 

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

必要に応じて授業中に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC305／史学講義 ５ 

(Lectures on History 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代ヨーロッパ１ 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

工業化時代のイギリスにおいて都市環境が住民の健康状態をいかに規定したのかを、水道の普及と鉛暴露に焦点をあてて探求

する。 

 

This course aims to explore how the urban environment influenced its inhabitants' health conditions in modern Britain, 

particularly focusing on water supply and lead exposure.  

 

授業の内容（Course Contents） 

工業化以後の近代イギリスでは、道路、水道、電気、ガスなど、都市インフラの整備が急速に進展しました。例えば、上水道は衛

生的な水の供給によって、感染症を予防する効果があり、その健康上の恩恵は計り知れないものと評価されてきました。しかしそ

の一方で、水道管の敷設は鉛という、人体に有毒な金属の使用を著しく拡大するものでもありました。この講義では、人体への鉛

の影響を検討し、近代イギリスにおける都市と健康の問題を、受講生とともに考えていきます。  

 

British cities developed a series of urban infrastructures in the nineteenth century, e.g., paved roads, water supply, gas supply, 

and electricity.  Among them, water supply was expected to prevent infectious diseases and has been regarded by historians 

as a significant achievement. However, the pipes employed for distributing water to each home were made of lead, a metal 

poisonous metal to humans.   Focusing on this problem, this course examines how lead exposure affected human health 

conditions in the Age of Industrialization.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 鉛暴露と健康への影響 

3. 19 世紀前半における感染症の流行 

4. 19 世紀中葉における公衆衛生制度の確立 

5. 上水道事業の歴史（１）イングランド 

6. 上水道事業の歴史（２）西ヨークシャーとシェフィールド 

7. 鉛暴露の歴史（１）古代から近世まで 

8. 鉛暴露の歴史（２）近代から現代まで 

9. 19 世紀後半における鉛暴露と健康被害（１）イングランド 

10. 19 世紀後半における鉛暴露と健康被害（２）西ヨークシャー 

11. 19 世紀後半における鉛暴露と健康被害（３）シェフィールド 

12. 鉛暴露と精神疾患 

13. 20～21 世紀における鉛暴露と健康被害 

14. まとめ 

 

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

授業時に指定した文献の読解による予習および復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業時に提出する小レポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC307／史学講義 ７ 

(Lectures on History 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバルヒストリー 

担当者名 

（Instructor） 
宮田 絵津子(MIYATA ETSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界の歴史を地域ごとに見ていき、ヒトとモノの動きや文化の繁栄、衰退とその背景をみていくことで、人間の歴史の全容を学ぶ

ことを目的とする。各時代ごとに特定の国や地域に焦点をあてて、特定の減少についてみていく。 

 

This couse aims to address individual histories of various places and continents and for students to learn the whole history of 

human beings by focusing on the displacement of people and goods, and the background of the rise and fall of every culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回異なる地域の交易、文化、政治について講義を行う。いわゆる覇権争いや王朝交代を中心とした歴史の授業とは異なり、文

化交流、商人の活動、それに伴うヒトとモノの流れを見ていくことにより、生活に密着した世界史を展開していく。 

 

This course covers not changes of dynasties but with trade, culture, and politics of various regions; it also covers cultural 

exchanges, traders' activities, and the flow of people and goods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ギリシャ世界と文化 

2. ローマ帝国の成立と属州―モノとヒトの流れと覇権 

3. 東西交流―中華世界とヨーロッパ世界の交流   

4. アラブ世界の台頭とアラブ文化 

5. 十字軍と文化交流１ 

6. 十字軍と文化交流 2  

7. イベリア半島におけるレコンキスタ  

8. イベリア半島両国の独立と海外進出事業   

9. 新大陸の統治と社会 

10. アジアにおける交易の時代―東南アジアと中国南部の台頭  

11. ヨーロッパ諸国のアジア進出と交易―海の時代  

12. 産業革命とフランス革命   

13.  大英帝国の成立と情報、金融の時代   

14. ヨーロッパ諸国による植民地時代   

 

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

毎回の復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

欠席は 3 回までとする 

 

テキスト（Textbooks） 

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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■AC310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC310／史学講義 １０ 

(Lectures on History 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代東アジア・ユーラシア２ 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

清代のいくつかの要素を通時代的に見て、東ユーラシア地域の諸相を理解できるようにすることを目標とする。 

 

This course aims to help students acquire understanding of various aspects of the East Eurasian Area, based on certain 

elements of the Qing dynasty's entire age. 

 

授業の内容（Course Contents） 

清代における具体的な事象をとりあげ、そこに見える政治構造や、政務処理を担当した人物などについて考察する。  

 

Based on some events of the Qing dynasty's history, this course aims to cover the Qing dynasty's political structure and 

persons administering its affairs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス(方針や参考文献紹介など)  

2. 清代通史 1 

3. 清代通史 2 

4. 清代中央政治の諸問題 1 

5. 清代中央政治の諸問題 2 

6. 清代中央政治の諸問題 3 

7. 清代政治制度と清朝の皇族 1 

8. 清代政治制度と清朝の皇族 2 

9. 清代政治制度と清朝の皇族 3 

10. 清代の版図と周辺諸地域 1 

11. 清代の版図と周辺諸地域 2 

12. 清代の版図と周辺諸地域 3 

13. 清代の版図と周辺諸地域 4 

14. テスト 

 

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

特に定めないが、下記参考文献などの中国史・清史に関する文献の一読をお願いしたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード(30%)/小レポート(30%) 

コメントカード、小レポートについては講義内でとりあげた内容に関連するものとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。必要な場合は講義時にレジュメの配布や資料の提示などを行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田英弘編、2009、『清朝とは何か』、藤原書店 (ISBN:ISBN978-4-89434-682-6) 

2. 尾形勇・岸本美緒 編、1998、『世界各国史 3 中国史』、山川出版社 (ISBN:ISBN4-634-41330-2) 

3. 宮脇淳子、2002、『モンゴルの歴史』、刀水書房 (ISBN:ISBN978-4887082441) 

4. 吉澤誠一郎、2010、『清朝と近代世界』、岩波書店 (ISBN:ISBN978-4-00-431249-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC311／史学講義 １１ 

(Lectures on History 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代における法と国家 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真実(HAMAMOTO MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キエフ時代以降 18 世紀までのロシアの社会の変容を、法制度や国制の変化を軸として理解する。また、この時期にロシアが経

験したモンゴル帝国による支配と、その後のヨーロッパ諸国との緊密な関係が、ロシアの社会と法制度に与えた影響を理解する。 

 

The purposes of this course are for students to understand (1) the transformation of Russian society from the Kievan era until 

the 18th century, according to the axis of changes to legal and political systems and (2) how the Mongol empire's domination of 

Russian society from the 13th to the 15th centuries and the close relationship between Russia and European countries after 

the 15th century influenced Russian society and its legal system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、ロシアを例に、前近代の法と社会について考察する。古代ロシアの法典ルースカヤ・プラヴダに焦点をあてつつ、キ

エフ時代のロシアの社会について学んだのち、モンゴル帝国によるロシアの侵略とモンゴル帝国支配下のロシア社会の変化をた

どる。その後、モスクワ大公国によるロシア国家の統一と、18 世紀のロシア帝国の成立までを、1649 年会議法典等、さまざまな

ロシアの法に触れながら解説する。 

 ロシアは古代以来、ヨーロッパ諸国ともアジア草原の遊牧民とも深いつながりを有した国であり、ロシアの社会と法制度には、ロ

シアの東西の国々の影響が刻まれている。本講義では、ヨーロッパ諸国とアジア遊牧民のそれぞれがロシアに与えた影響につい

ても考察し、ロシアがヨーロッパ的側面とアジア的側面を持つ国であること、そして、アジア的側面が 17 世紀後半以降急速に失

われていく過程を明らかにする。 

 

This course examines laws and society in pre-modern times, with Russia as an example. First, Russian society in the Kievan 

era, especially Russian medieval law “Russkaia Pravda,” is explained. Next, the invasion of Russia by the Mongol empire and 

transformation of Russian society under the Mongols is analyzed. Then, the process of unification of Russia and the 

establishment of the Russian empire at the beginning of the 18th century is studied by examining in particular the legal side of 

Russian society. 

Since ancient times, Russia had deep connection with both European countries and various nomads in Asia. Thus, Russian 

society and its laws reflect European and Asian influences. This course pays attention to such influences and elucidates the 

process of the rapid fading away of Asian influence from Russian society since the second half of the 17th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キエフ国家の形成 

3. キエフ国家の社会とルースカヤ・プラヴダ 

4. モンゴルのロシア侵略 

5. 「タタールのくびき」はあったのか？ 

6. モスクワ大公国の成立 

7. イヴァン 4 世時代のロシア 

8. 動乱時代 

9. ロマノフ朝の成立 

10.  1649 年会議法典からみるロシア社会 

11. 17 世紀のロシア国家と周辺世界 

12. 17 世紀後半のロシアのヨーロッパ化 

13. ピョートル 1 世のロシア 

14. まとめ 

 

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

ロシア史の概説書を読み、ロシア史の流れをつかんでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(40%) 

第二回の授業以降で 6 回以上の課題提出をしていない場合は，単位修得不可。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平

常点(In-class Points)30% (出席および受講態度 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。講義時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出席者に応じて、授業計画が変更になる場合がある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 364 - 

■AC314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC314／史学講義 １４ 

(Lectures on History 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代東アジア・ユーラシア２ 

担当者名 

（Instructor） 
小浜 正子(KOHAMA MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国社会を中心に、東アジア社会におけるジェンダー秩序をリプロダクションをめぐる諸問題を中心に理解し、ジェンダー視点を

持って社会を捉える力を養う。 

 

This course aims to help students understand Asian society, especially through the gender perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「一人っ子政策」をはじめとする中国社会における生殖コントロールがどのようになされてきたかを、比較史的視点から論じる。 

 

From comparative and historical viewpoints, this course covers the "one child policy" and other birth control in Chinese 

society.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ジェンダーとリプロダクションから見た中国の人口史 

3. リプロダクティブ・ヘルス＆ライツとは何か 

4. アジアの「圧縮された近代」と「近代家族」 

5. 東アジアの少子化問題 

6. 中国における計画出産の始まり 

7. 上海における計画出産と「一人っ子体制」 

8. 農村における計画出産の普及（１）－「先進的農村」の場合 

9. 農村ににおける「一人っ子政策」（１）－「先進的農村」における「１．５子」体制 

10. 農村における計画出産の普及（２）－紆余曲折の道程 

11. 農村における「一人っ子政策」（２）－「工作」と罰金 

12. 「一人っ子政策」の終了と「二人っ子政策」下の中国社会 

13. 現代中国の人口問題 

14. 到達度の確認 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(30%)/時々に出す課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小浜正子、2020、『一人っ子政策と中国社会』、京都大学学術出版会 

2. 小浜正子他編、2018、『中国ジェンダー史研究入門』、京都大学学術出版会 

3. 小浜正子・松岡悦子編、2015、『アジアの出産と家族計画ー「産む・産まない・産めない」身体をめぐる政治』、勉誠出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC315／史学講義 １５ 

(Lectures on History 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア海域１ 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国家・王朝断代史になりがちになってしまう東西ユーラシアの歴史を、東方アジア海域（南シナ海・東シナ海海域）、インド洋海域、

地中海海域という異なる海域世界の連鎖と交流という視点から捉えなおし、「隔てる」と同時に「結びつける」という海域世界が果

たした役割を考慮しつつ、東西ユーラシアの「歴史」を広域的・多元的な視点から柔軟に捉えられるようになること。 

また、文化や価値観が異なると同時に同じ環境や社会を共有する「広域文化圏」「広域社会」という視点から現在の自分が置か

れた環境や社会について考えてみてください。 

 

The maritime world not only separates some region from other regions but also connects one from others. This course aims to 

get a multiple and flexible cognition from the maritime world history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジア海域から地中海東海域に及ぶ広義の「インド洋海域世界」或いは「海域アジア世界」は古来からアジア世界、イスラーム

世界、地中海世界を結ぶ要であり、東西ユーラシアを結ぶ「海の道」でした。また、大きな海域世界はよりミクロな海域世界が重層

的に連鎖して形成され、様々な次元の文化圏が交わる境域世界でもありました。本講義ではインド洋東海域世界・両シナ海海域

世界（＝東部アジア海域世界）およびインド洋西海域世界～地中海海域世界の成り立ちと歴史的展開、その構成要素となる各海

域世界の交流について解説をおこないます。 

 

“Indian Ocean World” that is to say “Maritime Asian World” has been an important hub connecting Asia, Islamic World (so-called 

Middle East), and Mediterranean World and the Maritime Road (so-called Ceramic Road) between East-West Eurasia. At the 

same time, a major maritime world contains some small maritime worlds including various cultural spheres. This course deals 

with origin, expansion, and interaction of Maritime Asian World, its history and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論：海域アジア世界とは 

2. イスラーム以前のインド洋西海域～東地中海世界１ 

3. イスラーム以前のインド洋西海域～東地中海世界２ 

4. イスラームの成立と海域アジア世界 

5. ペルシャ湾・紅海の港市王国と覇権国家（帝国） 

6. 中国沿海地域における港湾都市の発展 

7. 漢人の海域アジア進出とコミュニティ形成 

8. 海域アジアからみた東南アジア１：領域国家と南海貿易 

9. 海域アジアからみた東南アジア２：港市王国の形成と展開 

10. 海域アジアの祈りのかたち１：イスラーム・地中海世界の海上信仰 

11. 海域アジアの祈りのかたち２：東部海域アジアの海上信仰 

12. 海域アジアにおけるモノの流通１：銀と馬貿易 

13. 海域アジアにおけるモノの流通２：陶瓷の路 

14. 海域アジアからみた琉球 

 

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

それぞれの回の講義に関する参考文献を読んだり、関連する報道などを調べたりしてみてください。参考文献については、シラバ

スで挙げたものの他に講義内で指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 四日市康博、2008、『モノから見た海域アジア史』、九州大学出版会 (ISBN:9784873789668) 

2. 家島彦一、1993、『海が創る文明：インド洋海域世界の歴史』、朝日新聞出版社 (ISBN:4022566019) 

3. 家島彦一、2007、『海域から見た歴史：インド洋と地中海を結ぶ交流史』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815805342) 

4. 桃木至朗ほか（編）、2008、『海域アジア史研究入門』、岩波書店 (ISBN:9784000224840) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC317／史学講義 １７ 

(Lectures on History 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界大戦とヨーロッパ 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀の世界の形成に大きな影響をおよぼした世界大戦の時代を、歴史的に考察することを通じて、現代社会のありかたを考

える視座をえること。 

 

This course aims, through historical reflection, to acquire keys to understanding the complex contemporary world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパにおける二度の大戦争、第一次世界大戦と第二次世界大戦はいかにして起こり、どのような帰結をもたらしたのか？

当時のヨーロッパ諸国、その社会の問題について、とくにドイツを中心に学びます。 

 

This course introduces European history during the age of world wars.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―19 世紀末のヨーロッパ社会 

2. 欧州列強の帝国主義 

3. 第一次世界大戦の勃発 

4. 近代戦の衝撃 

5. 総力戦―ドイツの場合 

6. ロシア革命とアメリカ合衆国の参戦 

7. ドイツの敗戦とヴェルサイユ条約 

8. 戦間期の欧米社会 

9. 世界恐慌とナチズムの台頭 

10. ナチ体制の確立 

11. 独裁体制下のひとびと 

12. 第二次世界大戦の勃発 

13. 独ソ戦とホロコースト 

14. 大戦の終結と戦後世界の始まり 

 

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

毎回配信される講義ノートと史料をよく読み、とくに興味をもった問題については自分で調べてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(50%)/リアクション・ペーパー(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)87%, 平常点(In-class Points)13% (授業に取り組む姿勢 10%リアクションペーパー,3%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくにありません 

 

参考文献（Readings） 

毎回の講義ノート、史料の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクション・ペーパーによる質問などについては可能な限りフィードバックします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC322／史学講義 ２２ 

(Lectures on History 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイノリティと境界 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、「境界とマイノリティ」というテーマに関してドイツ史からいくつかの事例を取り上げる。本講義の目的は、学生がこれら

の事例から、今テーマだけでなく、他の関連するテーマ、例えばマジョリティ、国民国家、差別といったテーマへの視角を身につけ

ることにある。 

 

This lecture deals with some cases from German history for the topic "borders and minorities".- / The aim of the lecture is 

that the students learn from these cases the perspective not only on the topic but also on other related topics, for example 

majorities, nation states, or discrimination. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９・２０世紀は、「境界とマイノリティ」はドイツで焦点となっていた。とくに、誰がドイツの人口のマジョリティ－いわゆるドイツ人－

に属するのか、どのようにマイノリティ－非ドイツ人－を定義するのかといった問いは、常に議論されたし、いまもされている。本講

義は、こうした問題をドイツ史のいくつかの事例を通して検討する。本講義は、パワーポイントを用いて行う。パワーポイントの内

容をプリントにして配布する。講義の終わりには、レスポンスシートに考えたことを書いてもらう。場合によっては、こちらから質問

をして、それについて書いてもらう。 

 

In the 19th and 20th centuries, the topic "Boarder and Minority" was the focus in Germany. Above all, it is always controversial, 

who the majority of the population in Germany - german nation - belonged to and belongs to, and how the minorities - who 

were not Germans - were and are defined. The lecture deals with these problems by discussing some examples of German 

history.  The lectures will be carried out using PowerPoint presentations. At that time, detailed outlines of the content of 

lectures will be prepared. 

At the end of lectures, questions on the content will be posed, and students will use the response sheets to write and submit 

what they thought. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング  

2. １９世紀ドイツ史概観 

3. ドイツ統一（１８７１）とポーランド人マイノリティ （１） 

4. ドイツ統一（１８７１）とポーランド人マイノリティ （２） 

5. ２０世紀ドイツ史概観（１） 

6. ナチスドイツによる外国人強制労働をめぐって（１） 

7. ナチスドイツによる外国人強制労働をめぐって（２） 

8. ナチスドイツによる外国人強制労働をめぐって（３） 

9. ２０世紀ドイツ史概観（２） 

10. ドイツ連邦共和国におけるトルコ人労働者をめぐって（１） 

11. ドイツ連邦共和国におけるトルコ人労働者をめぐって（２） 

12. ナチスドイツによる強制断種と「安楽死」をめぐって（１） 

13. ナチスドイツによる強制断種と「安楽死」をめぐって（２） 

14. まとめ／試験 

 

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

各講義で参考文献を挙げる（レジメにも書いてある）ので，興味のあるものを各自で収集し，熟読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 平常点(In-class Points)10% (レスポンスシートおよび出席 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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これというテキスト(教科書）はない。講義中に参考文献を紹介するので、興味がある者は、それを大学図書館などで手に取って

読んでみてほしい。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に参考文献を紹介するので、興味がある者は、それを大学図書館などで手に取って読んでみてほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，19・20 世紀のドイツの歴史のいくつかの事例を取り上げて、マイノリティやマジョリティについて考えてみようという講義

である。ドイツに関心のある学生，こうした問題に関心のある学生はもちろん，なんとなく寄ってみたという学生も大歓迎である。

素材を講義という形で提供するので，みんなでいろいろと考えてみたい。歴史の知識がなくても大丈夫なようにするので，ちょっと

覗いてみてほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC323／史学講義 ２３ 

(Lectures on History 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間と都市 

担当者名 

（Instructor） 
樋口 諒(HIGUCHI 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市そのものおよび都市と人間の関わりについて基本的なことを学ぶ 

 

This course aims to learn the basic matters of the city and the relationship between the city and human beings.   

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちが普段都市と呼ばれる場所で生活している。しかし都市とは一体なんだろうか？多くの主体・要素を抱え込んだ都市は、そ

の成立や経緯について多様な形で世界各地に存在しているため、都市とは何かという問いに対して一意的な答えを提示すること

は難しい。本講義ではこのような自分たちの周りにある都市を捉えるために、前半では各回ごとに様々なトピックから都市というも

のを考え、それらをもとに後半の講義では東京をはじめとした都市について考察していく。 

 

We live in a "city". What is the city? This is a difficult question as cities around the world have a variety of its origin and 

development with various factors. In this course, this course (to 11th) shows the perspectives to understand the city and then 

analyzes the real cities like Tokyo as a case study to understand what the city is. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション-「都市」の歴史 

2. 交易の中心としての都市 

3. 都市と建物 

4. 都市とランドマーク 

5. 都市と自然 

6. 都市と災害 

7. 都市と景観 

8. 都市と自由 

9. 都市のデザインと理論１ 

10. 都市のデザインと理論２ 

11. 都市と交通 

12. ケース・スタディ１：東京 

13. ケース・スタディ２：大阪 

14. ケース・スタディ３：パリ – まとめ 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて授業中に指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/各講義終了時の内容確認の小テスト(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配布する。  

 

参考文献（Readings） 

1. 後藤健、2015、『メソポタミアとインダスのあいだ』、筑摩書房 

2. 多木浩二、1994、『都市の政治学』、岩波書店 

3. 日端康夫、2008、『都市計画の世界史』、講談社 

4. 石川幹子、2001、『都市と緑地』、岩波書店 

5. 陣内秀信、1985、『東京の空間人類学』、筑摩書房 

6. 小泉龍人、2016、『都市の起源：古代の先進地域＝西アジアを掘る』、講談社 
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7. レオナルド・ベネーヴォロ、1983、『図説 都市の世界史』、相模書房 

その他参考文献に関しては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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■AC325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC325／史学講義 ２５ 

(Lectures on History 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰と知の歴史１ 

担当者名 

（Instructor） 
清水 領(SHIMIZU ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１． 近代において、宗教と教育のシステムが再編成された過程と理由を理解する。 

２． 現在の価値観や社会制度が歴史の積み重ねで成り立っていることを理解する。 

 

The purposes of this course are to understand (1) historical processes and reasons for which religious and educational systems 

were reorganized in the modern period and (2) that accumulation of histories has resulted in the social systems and thoughts 

we have today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではフランス革命以降の近代フランスにおいて、宗教と教育の社会における役割が変化した過程を扱う。 

啓蒙思想はキリスト教の社会制度の中に捉われていた人間を、一人の人間として生まれ変わらせることを目標に掲げていた。人

間を生まれ変わらせるには「理性」と「道徳」が重要だとされ、それらを教えるために近代的な教育制度が作られていった。19 世

紀の前半に起こったこのような変化は、世紀後半には大学の再編成や新聞などのメディアの発達によって修正・補強されていっ

た。一方でカトリックを中心とした宗教は、ナポレオン期に新しい時代に沿うように再編成された。そして社会における宗教の役割

が変化していき、「ライシテ」という現象が進んでいく。さらにライシテは 20 世紀末になると、イスラム系移民の登場で新たな意味

を持ち始める。 

授業では上記の近代における宗教と教育の歴史を解説し、時には当時の人々が書いた一次資料を読んでもらう。出席者の皆さ

んには、なぜ新たな社会制度が必要とされたのかを共に考えてもらいたい。 

 

This course's main theme is reorganizations of education and religions in modern France. The French Enlightenment was based 

on the idea that people previously restricted within a Christian society should be “regenerated” into independent individuals. 

“Reason" and "morality" were considered important to regenerate them, and the modern educational system was founded to 

cultivate these elements. These changes took place in the first half of the 19th century, and in the second half of the century, 

these systems were revised or reinforced through reorganization of universities and the development of media such as 

newspapers.  

On the other hand, three religious groups, Catholicism, Protestantism, and Judaism were reorganized within the new 

counterbalance between politics and religions during the Napoleonic period. The roles of religions in the society changed, and 

the process of Laicite proceeded. Laicite, defined in the first decade of the twentieth century, has taken on new meanings with 

the emergence of Islamic immigrants at the end of the century.  

Each course meeting includes two exercises: (1) lecture on the modern history mentioned above; (2) readings and 

interpretations of historical texts by students. The intention is for students consider why modern social systems were 

established in history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「啓蒙主義」と「理性」 

3. フランス革命と理性崇拝 

4. 人間の「再生論」と道徳教育 

5. ナポレオン期における宗教制度の再編成 

6. フランスの近代教育： 初等・中等教育 

7. フランスの近代教育： 近代的大学と「科学」 

8. マイノリティの「フランス化」： ユダヤ教徒に起こった変化 

9. マイノリティの「フランス化」： ユダヤ学の成立 

10. ドレフュス事件： ジャーナリズムと「知識人」の誕生 

11. 政教分離法とライシテ 

12. 現代におけるライシテ 

13. 歴史を描く時の分類： 宗教史・教育史 
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14. まとめと補足 

 

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

予習： 高校までの世界史を復習しておくこと。 

復習： 授業のプリントとノートを見返して、わからない部分は参考文献を読んで理解すること。また、配布した資料を次回までに

予習してもらうことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(70%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷川稔、1997 年、『十字架と三色旗』、山川出版社 (ISBN:4634481502) 

2. 上垣豊、2016 年、『規律と教養のフランス近代』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623074679) 

3. 伊達聖伸、2010 年、『ライシテ・道徳・宗教』、勁草書房 (ISBN:9784326102037) 

4. クリストフ・シャルル、2006 年、『知識人の誕生』、藤原書店 (ISBN:489434517X) 

上記の参考文献は一部。詳しくは授業の各回で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC327／史学講義 ２７ 

(Lectures on History 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本とアジア１ 

担当者名 

（Instructor） 
河内 春人(KOUCHI HARUHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本古代における王権の形成について東アジアの視点に留意しながら俯瞰することで、世界的な視点から日本史を見渡す視野

を身につける。また、国家形成と対外関係の相関性を確認し、日本史の基礎となる時代のあり様を理解する。 

 

The purpose of this course is to overlook while noting the angle of East Asia about formation of royal authority in Japanese 

antiquity, and to understand the view which looks a history of Japan from a worldwide viewpoint. The state formation and the 

correlation of the foreign relation are confirmed, and students are expected to understand the position of the times which are 

the basis of history of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

６世紀初頭に即位した継体天皇について論じる。継体天皇は、現在の天皇家がさかのぼり得る最も古い天皇である。継体天皇を

理解することは、天皇及び天皇を中心とする古代権力を考えるうえで必須である。天皇の代替わりという歴史的な出来事を目に

した現代において、その始まりを考えることで天皇を軸とする日本史の特質を追究する。 

 

This course deals with the Emperor Keitai who acceded in the beginning in the 6th century. The present Imperial family can sail 

up the Emperor Keitai, the oldest emperor. When considering the ancient power which makes the emperor the center, it is 

indispensable to understand the Emperor Keitai. Emperor's charge, the characteristic of the history of Japan which makes the 

emperor an axis by considering its origin in today when we laid eyes on a historical affair as the other is examined. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 継体の即位と問題点 

3. 継体以前のヤマト政権 

4. 即位前の継体 

5. 隅田八幡人物画像鏡をめぐって 

6. 半島の前方後円墳 

7. 加耶の衰亡 

8. 中国文化の受容 

9. 継体のヤマト入り 

10. 地方豪族とヤマト政権 

11. 磐井の乱 

12. 大兄制の創出 

13. 辛亥の変 

14. 試験 

 

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

予習：次回授業のキーワードを調べてくる。 

復習：配布資料を読み直す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーへの取り組み(50%)/授業内課題(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパーへの取り組み 30%提出物への取り組

み,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 篠川賢、『継体天皇』、吉川弘文館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC329／史学講義 ２９ 

(Lectures on History 29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
律令制国家論１ 

担当者名 

（Instructor） 
河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

律令国家の制度と実態、古代の国際交流を学ぶことで、日本列島に「国家」が登場する意義、交通と支配の関係、東アジアの交

流とそれを支える人々の姿を具体的に考え、古代の社会像をみずから読み解けることを目指します。 

 

Through study of systems and the actuality of the ritsuryo legal codes of the Nara and Heian periods, as well as international 

exchange in ancient times, this course aims to have students think specifically about the significance of the appearance of "the 

state” on the Japanese archipelago, the relationship between traffic and rulership, and interchange with East Asia and the 

nature of the people who supported it, so students can interpret their own image of ancient society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代の日本列島に中央集権的な国家が形成され、中国王朝の影響を受けた律令国家が誕生します。しかし、国家は無前提に形

成されるものではありません。王権と列島各地の地域社会との交通、そして、国際的な関係によって形成されるものです。この講

義では、律令国家の地方支配と交通、対外交流を主軸として取り上げ、列島内や周辺諸地域との具体的な「人・モノ・情報」の移

動から当時の国際関係と列島社会について解説していきます。 

 

With the formation of a state with centralized authority on the ancient Japanese archipelago, the ritsuryo state influenced by 

Chinese dynasties was born. However, the state was not formed without premises of royal power, traffic with communities 

throughout the archipelago, and international relations. The course takes up topics with a focus on regional control and foreign 

interchange in the ritsuryo state; it explains international relations and the island society of the time based on movements of 

specific persons, goods, and information within the archipelago and in exchange with surrounding regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国家と交通制度 

3. 中国王朝の交通（１） 

4. 中国王朝の交通（２） 

5. 日本列島の交通と道路 

6. 中央と地方を結ぶ交通制度（１） 

7. 中央と地方を結ぶ交通制度（２） 

8. 古代の道路とその復原（１） 

9. 古代の道路とその復原（２） 

10. 陸上交通と水上交通 

11. 交通と馬 

12. 交通と祭祀 

13. 移動する人々と支える仕組み（１） 

14. 移動する人々と支える仕組み（２） 

 

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

配布するプリントや参考文献を用いて、授業前は概要を予習し、疑問点などがあれば事前に整理してください。授業後は講義の

内容を復習し、次の授業に備えて欲しいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/積極的な受講態度、リアクションペーパーの記入(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (積極的な受講態度、リアクションペーパーの記入 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。講義時にプリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 木下良、2009、『事典 日本古代の道と駅』、吉川弘文館 (ISBN:9784642014502) 

2. 舘野和己・出田和久編、2016、『日本古代の交通・交流・情報』１ 制度と実態、吉川弘文館 (ISBN:9784642017282) 

3. 舘野和己・出田和久編、2016、『日本古代の交通・交流・情報』２ 旅と交易、吉川弘文館 (ISBN:9784642017299) 

4. 舘野和己・出田和久編、2016、『日本古代の交通・交流・情報』３ 遺跡と技術、吉川弘文館 (ISBN:9784642017305) 

配布プリントにて適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

配布プリント、映像資料を使用した講義形式です。履修している学生に対して事前に説明した上で授業計画が変更になる場合が

あります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC331／史学講義 ３１ 

(Lectures on History 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本史論１ 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史研究入門。研究状況・研究方法を修得するとともに、特に院政期・鎌倉期に関する基礎的な知識を習得する。 

 

This course aims to introduce research on medieval Japanese history. Students learn about the state of research and its 

methods, while acquiring fundamental knowledge about the cloistered rule period and the Kamakura period in particular. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本中世史研究（特に院政期・鎌倉期）に関する基礎知識の習得を目指す。 

 

本講義では、中世（特に中世前期：院政期・鎌倉期）の政治・経済・文化に関する、基本的なテーマに即して、現在の研究状況を

整理するとともに、どういう史料をどういう風に読み込むことで、過去の姿が明らかになるのか、歴史研究の現場（のささやかな一

例）をお見せしたい。そのうえで、中世社会の特徴を理解できればよいと考えている。 

 

なお、授業中に、史料レジュメを大量に配布する予定である。それは「歴史学者が『史料』を根拠として歴史について語っている」

ということを「感覚」として履修者に知ってほしいからである。必要に応じて配布史料には解説を加えるし、史料読解自体を試験に

出すことはないので、臆さないように。授業計画は，進行状況によって変更もありうる。 

 

This course aims for students to acquire fundamental knowledge about the cloistered rule period and the Kamakura period in 

particular. 

 

To instill in students a sense of how historians talk about history, outlines of historical materials are handed out in large 

quantity, in order to ground students in them. Explanations of the distributed historical materials are added as required. 

Students can be assured that comprehension of the historical material itself will not be part of tests. The course plans are 

subject to change according to progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本史のなかの「中世」 

3. 院政とは何か 

4. 荘園制とは何か 

5. 寺社勢力の時代 

6. 武士とは何か 

7. 鎌倉幕府はどのように成立したのか 

8. 承久の乱と公武関係 

9. 荘園制と地頭 

10. 家族のかたち 

11. 鎌倉仏教の実像 

12. 蒙古襲来 

13. 鎌倉幕府はなぜ滅亡したのか 

14. まとめ 

 

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

授業中に随時指示する。予習用に Blackboardにアップした文献には目を通しておくこと。 

高校で日本史 B を未履修の者は， 高校の教科書に目を通しておくか，近藤成一『鎌倉幕府と朝廷』のような通史を一冊読んで

おくとよいかもしれない（簡単なところでは岩波ジュニア新書の「日本の歴史」の該当巻など） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/期末レポート(40%)/授業への参加度（コメントカード）(20%) 
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出席点はとらないが、コメントペーパーは毎回とり、授業内容の理解について確認する 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。毎回プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋 典幸、 五味 文彦 編、2019、『中世史講義』、筑摩書房 (ISBN:978-4480071996) 

2. 近藤成一、2016、『鎌倉幕府と朝廷』、岩波書店 (ISBN:978-4004315803) 

3. 佐藤雄基、2012、『日本中世初期の文書と訴訟』、山川出版社 (ISBN:978-4634523487) 

4. 歴史学研究会編、1998、『日本史史料〈2〉中世』、岩波書店 (ISBN:978-4000261371) 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に指示する。Blackboard上に資料を用意する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC334／史学講義 ３４ 

(Lectures on History 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世国家と民衆 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 雄太(TANIGUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・日本列島社会の地域的多様性について理解を深める。 

・とりわけ、中世の東国を舞台として、そこに生きた人々について知識を身に付ける。 

・そのうえで、関東（鎌倉・江戸・東京）が国家の中心（首都）たりえた事情について考える。 

 

This course aims for students (1) to deepen understanding of the regional diversity of Japanese archipelago society; (2) in 

particular, to learn about the people who lived in the medieval eastern country; and (3) on that basis, to consider the 

circumstances in which Kanto (Kamakura, Edo, Tokyo) became the national center (capital). 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世には「二つの旋律」が流れている。「集権性・求心性」と「分権性・多元性」である。本講義では後者に注目して、日本列島社

会の地域的多様性を眺めたい。中でも今回とりあげるのは、東国（東日本）、特に、鎌倉幕府崩壊から江戸幕府成立までの時期

（中世後期）の東国である。当該期の東国は、近年急速に研究が深化し、いま最も熱い分野の一つである。最新の成果に基づ

き、西国（西日本）とは異なる東国の姿を、人々の動きを中心に紹介する。 

 

In the Middle Ages, “two melody” flows. “Centrality/centripetality” and “decentralization/ plurality.” This course focuses on the 

latter and examines the regional diversity of Japanese archipelago society. In particular, this course focuses on East countries 

(East Japan), especially those from the collapse of the Kamakura Shogunate until the establishment of the Edo Shogunate (late 

medieval period). The eastern country in this period is one of the hottest fields, where research has deepened rapidly in recent 

years. Based on the latest achievements, the course introduces the appearance of the East country, which is different from the 

West country (West Japan), focusing on people's movements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（日本史と東国史） 

2. 鎌倉末～南北朝期の東国政治史（北条氏の滅亡と足利氏の鎌倉入部） 

3. 室町期の東国政治史①（鎌倉府の成立） 

4. 室町期の東国政治史②（鎌倉府の展開） 

5. 室町期の東国政治史③（鎌倉府の崩壊） 

6. 戦国期の東国政治史①（享徳の大乱） 

7. 戦国期の東国政治史②（公方と管領） 

8. 戦国期の東国政治史③（大名と国衆） 

9. 戦国末～江戸初期の東国政治史（後北条氏の滅亡と徳川氏の江戸入部） 

10. 中世の東国社会史①（首都・鎌倉） 

11. 中世の東国社会史②（寺社と宗教） 

12. 中世の東国社会史③（都市的な場） 

13. 中世の東国社会史④（有徳人たち） 

14. 筆記試験 

 

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

鎌倉・品川など各地の史跡や博物館等へ積極的に赴いてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパー(66%)/最後のリアクションペーパー(34%) 

【変更前】"筆記試験(Written Exam)   50  ％       平常点(In-class Points) 50  ％ （ リアクションペーパーなど(50%)   ） 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。毎回プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 赤坂憲雄、2000、『東西／南北考 -いくつもの日本へ-』、岩波書店 (ISBN:9784004307006) 

2. 網野善彦、1998、『東と西の語る日本の歴史』、講談社 (ISBN:9784061593435) 

3. 石井進、2002、『中世のかたち』、中央公論新社 (ISBN:9784124902105) 

4. 杉山一弥、2019、『図説 鎌倉府 -構造・権力・合戦-』、戎光祥出版 (ISBN:9784864033305) 

5. 黒田基樹、2017、『関東戦国史 -北条 VS上杉 55 年戦争の真実-』、KADOKAWA (ISBN:9784044001896) 

6. 岡野友彦、1999、『家康はなぜ江戸を選んだか』、教育出版 (ISBN:9784316357508) 

7. 池享ほか、2017、『みる・よむ・あるく 東京の歴史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642068260) 

その他、講義中に適宜指摘する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義形式を中心に、質疑応答も適宜行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC335／史学講義 ３５ 

(Lectures on History 35) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本史論 

担当者名 

（Instructor） 
小関 悠一郎(KOSEKI YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幕藩政改革の展開を思想史的観点から理解し、近世・近代日本の政治史や政治文化について見直す視点を獲得する。 

 

This course aims for students to understand the development of political reform of the Tokugawa shogunate and feudal 

domains, from the perspective of history of thought, and to gain viewpoints for rethinking the political history and culture of 

early modern and modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、学問・思想と政治との関係という視点から、近世日本の政治史の展開について再考してみたい。幕藩政治改革に関

与した人々の思想・行動や改革に関する書物に着目して、幕藩政改革という政治動向の特色や歴史的意義について思想史的観

点から考察する。 

 

This course attempts to reconsider the development of the political history of early modern Japan from the perspective of the 

relationship between studies and politics. By focusing on the thought and behavior of reformers and books about reform, 

students think about the historical significance of the political reform of the Tokugawa shogunate and feudal domains. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―幕藩政改革の思想 

2. 近世の政治と学問・知識①―政治・社会の中の儒学 

3. 近世の政治と学問・知識②―儒学と兵学 

4. 17 世紀の幕藩政改革①―幕藩体制の確立 

5. 17 世紀の幕藩政改革②―「武威」と「仁政」 

6. 近世の政治と学問・知識③―朱子学と徂徠学 

7. 近世の政治と学問・知識④―経世論の展開 

8. 18 世紀前半の幕政改革①―享保改革と田沼時代 

9. 18 世紀後半の藩政改革①―統治体制の強化と〈明君〉 

10. 18 世紀後半の藩政改革②―「富国安民」論と「風俗」改革 

11. 18 世紀後半の幕政改革①―朝廷と幕府諸藩、対外関係の枠組み 

12. 18 世紀後半の幕政改革②―寛政改革期の民政。 

13. 19 世紀前半の幕藩政改革―幕末期への展望 

14. まとめ 

 

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

指定文献を予め読んできてもらう。適宜、課題・レポートを課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/出席点（コメントカード等）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小関悠一郎、2012、『〈明君〉の近世―学問・知識と藩政改革』、吉川弘文館 

2. 小関悠一郎、2016、『上杉鷹山と米沢』、吉川弘文館 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC338／史学講義 ３８ 

(Lectures on History 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本社会史論１ 

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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・古代から近代までの日本の都市史を概観し、基礎的な知識を獲得すること。 

・各時代に特徴的な都市について、社会・空間の双方から理解すること。 

・現代都市の評価について手がかりを得ること。 

 

The purposes of this course are to (1) acquire basic knowledge of Japanese urban history from ancient times to the modern 

era; (2) understand the social and special structure of traditional cities; and (3) find clues about the evaluation of contemporary 

cities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の都市史を古代から近代まで通して学ぶ。また、現代的な問題として、都市・建築の保存にも言及する。 

 

This course outlines the history of Japanese cities from ancient times to modern era and discusses the preservation of 

traditional cities and architecture as a contemporary issue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：日本都市史の叙述について 

2. 古代都市の成立 

3. 都城：平城京と平安京を中心に 

4. 都城の変容：平安後期～南北朝期の平安京 

5. 鎌倉時代の諸都市：鎌倉と宿・市・津 

6. 寺社の境内：寺内町を中心に 

7. 室町・戦国期の京都 

8. 城下町の成立 

9. 巨大城下町１：武家地・寺社地 

10. 巨大城下町２：町人地および周縁社会 

11. 近世の小都市：宿場・市・河岸 

12. 近世湊と国際貿易都市 

13. 近代都市計画：東京を中心に 

14. 都市・建築の保存 

 

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

レポート（レポート試験）作成に向けた文献・史料の調査と読解。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

各自、関心のある都市を取り上げ、調査・報告をおこなう内容を予定している。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 髙橋康夫・吉田伸之 編著、1990、『日本都市史入門 Ⅰ～Ⅲ』、東京大学出版会 

2. 髙橋康夫・吉田伸之・宮本雅明・伊藤毅 編著、1993、『図集 日本都市史』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC339／史学講義 ３９ 

(Lectures on History 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本史論１ 

担当者名 

（Instructor） 
中村 江里(NAKAMURA ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）19 世紀末～20 世紀の日本における優生学及び優生思想の歴史的展開について理解する。 

（２）優生学及び優生思想に関する主な論点や研究の到達点を理解する。 

 

1. To understand the historical development of eugenics and eugenic thoughts in Japan from the end of the 19th century to the 

20th century. 

2. To understand the main issues and research on eugenics and eugenic thoughts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

優生学とは、人為的に生殖に介入することによって、生まれてくる子どもや人間集団の遺伝的改良を目指す学問であり、19 世紀

末に誕生しました。また、優生思想とは、人類の遺伝的素質を改善することを目的とする思想で、学問領域には限定されない、よ

り幅広い思想を含みます。この授業では、優生学・優生思想の欧米における成立と展開を概観した上で、それが近代日本社会に

どのように導入され、展開してきたのかを学びます。このテーマは、2016 年の相模原殺傷事件や、旧優生保護法による強制不妊

手術に対する国家賠償請求訴訟、先端生殖医療をめぐる生命倫理の問題など、現在も度々議論の対象になっています。この授

業を通じて、このような現代的課題がどのような歴史的背景のもとに生じているのかを学び、様々な立場から考察する力を身に

つけてほしいと思います。 

 

Eugenics, which was born at the end of the 19th century, aims to improve the genetics of children to be born and human 

populations by artificially interfering with reproduction. Eugenic thoughts, which aims to improve the genetic quality of human 

beings, includes a wider range of ideas that are not limited to academic fields. In this course, students are given an overview of 

the establishment and development of eugenics and eugenic thoughts in Europe and the United States, and learn how they were 

introduced and developed in modern Japanese society. This theme is still a big issue, including a mass murder at Sagamihara 

care home in 2016, lawsuits seeking state compensation for forced sterilization under the former Eugenic Protection Law, and 

bioethics issues related to advanced reproductive medicine. Through this class, I expect students to learn the historical 

background behind these contemporary issues and acquire the ability to think from various perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：優生学・優生思想に関する基本概念と本講義のねらい 

2. 優生学の起源：イギリスとアメリカ  

3. 優生学＝ナチズム？：ドイツ 

4. 優生学と福祉国家：北欧 

5. 近代日本における優生学の導入：19 世紀末～1910 年代 

6. 雑誌メディアにおける優生学運動の展開：1920 年代 

7. 国民優生法の成立：1930 年代～1948 年 

8. 優生保護法の成立と展開（１）敗戦・占領期 

9. 優生保護法の成立と展開（２）高度経済成長期 

10. 優生保護法改定案をめぐる論争（１）第二波フェミニズムとリプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

11. 優生保護法改定案をめぐる論争（２）「青い芝の会」と「内なる優生思想」批判 

12. 映像視聴とディスカッション 

13. 新優生学の導入と展開 

14. 最終試験 

 

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

参考文献に挙げた本を読んだり、授業前後に質問をするなどして、理解を深めましょう。関連するニュースはこまめにチェックする

ようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(20%)/授業内に指示した提出物(40%)/小レポート(40%) 
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【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー兼出席票 20%,授業内に指示した提出

物 20%)【1 回め変更後】レポート試験 50％,  平常点 50％ （リアクションペーパー20%, 授業内に指示した提出物 30%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 米本昌平・松原洋子・橳島次郎・市野川容孝、2000、『優生学と人間社会』、講談社 (ISBN:4061495119) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC341／史学講義 ４１ 

(Lectures on History 41) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本と世界 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 正明(MIYAMOTO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では、近代日本の歩みを日本の統治領域、特に朝鮮統治との関わりの中から見ていきます。「韓国併合」から日本敗

戦に至るまでの日朝関係史の知識とともに、当時の史料を通じて日本による朝鮮統治の時代がどのようなものであったのかを考

える手がかりを得ていただければと考えています。 

 

This course focuses on modern Japanese history in relation to the rule of Korea. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「韓国併合」(1910 年)から日本敗戦・朝鮮解放(1945 年)まで、日本が朝鮮を統治していた時期を対象として、その歴史を概観し

ます。「韓国併合」以降の統治政策の変遷（「武断政治」「文化政治」「皇民化政策」）、日本側の朝鮮認識、日本の統治に対する

朝鮮側の受けとめかたなどを中心にお話し致します。 

 

The topic of this course is the history of Korea under Japanese rule (1910-1945）. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／「朝鮮人」の呼称をめぐって 

2. 日本統治期の法制度における日本（人）・朝鮮（人）の「格差」・Ⅰ 

3. 日本統治期の法制度における日本（人）・朝鮮（人）の「格差」・Ⅱ 

4. 「武断政治」と朝鮮社会・Ⅰ 

5. 「武断政治」と朝鮮社会・Ⅱ 

6. ３・１独立運動の展開 

7. 「文化政治」と朝鮮社会・Ⅰ 

8. 「文化政治」と朝鮮社会・Ⅱ 

9. 日本在留朝鮮人の形成と日本社会・Ⅰ 

10. 日本在留朝鮮人の形成と日本社会・Ⅱ 

11. 朝鮮在留日本人の生活・意識・Ⅰ 

12. 朝鮮在留日本人の生活・意識・Ⅱ 

13. 「皇民化政策」と朝鮮社会・Ⅰ 

14. 「皇民化政策」と朝鮮社会・Ⅱ 

 

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

下記の参考文献を授業の前後にご参照いただければ、予習・復習につながるものと思います。また、発展的な学習に向けて、日

本統治期の朝鮮に関する領域別の参考文献リストを別途配布いたします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にあたっては当方で用意する史料プリントに即して話を進めます。 

 

参考文献（Readings） 

1. 趙景達(編)、2011 年、『植民地朝鮮―その現実と解放への道』、東京堂出版 (ISBN:ISBN978-4-490-20746-0) 

この他、日本統治期の朝鮮に関する領域別の参考文献リストを授業中に別途配布いたします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）上記の授業計画はあくまでも目安です。実際の授業の進行のなかで変動することもありえます。 

（2）授業は史料プリントにもとづく講義形式を中心としますが、映像資料を見ていただく機会も設けたいと思います。 
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（3）史料プリント・レポート課題・参考文献リストは授業中に配布・提示いたします。これらの配布・提示にあたり「立教時間」や

「Blackboard」を利用することは基本的に考えておりません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC344／史学講義 ４４ 

(Lectures on History 44) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本と世界 

担当者名 

（Instructor） 
森脇 孝広(MORIWAKI TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本と東アジアにまつわる諸問題について、歴史的観点から理解を深める。 

 

This course aims for students to deepen their understanding of various issues related to Japan and East Asia from a historical 

perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在日本が東アジアの国々との間で抱える問題は複雑かつ多岐にわたる。しかし、眼前で起こっている出来事に気を取られ歴史

的な洞察を欠いては、現在を理解することも将来を展望することもおぼつかなくなるであろう。そこで本講義では、歴史学の立場

から、日本と東アジアの国々との間で起こっている多様な問題にアプローチし、受講者一人ひとりが自らの力で困難な時代を切り

拓いてゆくための素材を提供したい。 

 

Problems that Japan now faces with East Asian countries are complicated and diverse. However, being distracted by what is 

happening now and lacking historical insights makes it difficult to understand the present and to look into the future. This 

course, therefore, from the historical viewpoint, approaches various problems that have occurred between Japan and East Asian 

countries and provides materials for each student to explore difficult times individually. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 歴史を描く、認識する 

3. 現代社会と歴史研究① 

4. 現代社会と歴史研究② 

5. 災害と歴史研究① 

6. 災害と歴史研究② 

7. 歴史教育と歴史研究① 

8. 歴史教育と歴史研究② 

9. 安全保障問題と歴史研究 

10. 戦争と植民地支配① 

11. 戦争と植民地支配② 

12. 地域の戦争体験を掘り起こす 

13. オーラル・ヒストリーと歴史研究 

14. まとめ 

 

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

日頃から新聞やニュースをチェックすることを望む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間内にレポート 2 回(60%)/授業後に毎回書いてもらうリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 歴史学研究会編、2017 年、『第 4 次 現代歴史学の成果と課題』全 3 巻、績文堂出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC345／史学講義 ４５ 

(Lectures on History 45) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝統社会史論２ 

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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、ミクロ歴史研究の方法に基づいての日本現代史を学ぶことを目標とする。 

 

This course for students to understand modern Japanese history based on the methods of microhistory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

静岡県の山間部に住んでいた石工の日記から読み取れる、戦間期から戦後復興期にかけての、家族史、日常生活史を取り上げ

る。具体的には、人々の生業と生活世界に注目し、生活維持のための生業が、昭和恐慌やアジア太平洋戦争、戦後改革といっ

た政治的経済的変動に対して、どのような歴史的意義と限界を有していたのかを論じる。 

 

This course covers the history of family and everyday life from the interwar period to the Postwar Reform period, based on the 

diary of a mason who lived in a mountain village in Shizuoka Prefecture. It focuses on livelihood and the living world and 

discusses the historical significance and limitations of livelihood with respect to political and economic fluctuations such as the 

Showa Depression, the Pacific War, and Postwar Reforms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：ミクロ歴史研究とは何か？ 

2. 対象地（静岡県安倍郡大河内村）と『鉄五郎日記』について 

3. 結婚前の仕事と生活ーー1920年ころ（１） 

4. 結婚前の仕事と生活ーー1920年ころ（２） 

5. 結婚後の仕事と生活の変化（１）ーー子の誕生と実家との関係 

6. 結婚後の仕事と生活の変化（２）ーー仕事における変化 

7. 昭和恐慌下における生業と家族（１） 

8. 昭和恐慌下における生業と家族（２） 

9. 昭和恐慌下における生業と家族（３） 

10. 戦時下における生業の変化（１） 

11. 戦時下における生業の変化（２） 

12. 戦後復興と生業（１） 

13. 戦後復興と生業（２） 

14. 理解度の確認 

 

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

本授業では、ミクロ歴史研究に基づく日本現代史を講義するため、高校日本史教科書に記載されているような一般的な日本近現

代史の流れに関する内容は省略せざるを得ません。そこで、授業時間外の学習では、高校教科書に記載されている時代の大き

な流れを予習し、そのうえで、授業で話す内容を復習し、理解度を高めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (レポート（２回）40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中の私語や、やむを得ない事情を除く授業の早退は、ご遠慮願います。 
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注意事項（Notice） 
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■AC348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC348／史学講義 ４８ 

(Lectures on History 48) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争と平和の歴史２ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世・近代移行期の日朝関係について、その歴史的展開を理解するとともに、他国・他民族と平和的・安定的に交流することと、

相争うことの意味を考察する。 

 

The purposes of this course are for students to (1) understand the historical development of Japan-Korea relations during the 

early modern to modern transition; (2) consider the meaning of peaceful and stable exchange with other countries and ethnic 

groups; and (3) consider the meaning of conflict. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世江戸時代の対外関係の枠組みと、対馬藩を媒介として平和的・安定的に維持されてきた日朝関係について解説し、それが

変質に向かう状況を示す。ついで、幕末・維新の変動のなかで、日本側と朝鮮側の意識がどのようであったかを踏まえ、「交隣」

から「征韓」への転回について考察する。最後に近代における日朝関係の推移、すなわち「併合」への道を展望する。 

 

In this course, the instructor explains the framework of foreign relations during the Edo period, the relations between Japan and 

Korea that have been maintained peacefully and stably through the Tsushima clan and shows how they were changing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Next, considering the consciousness of the Japanese and the Korean sides during the changes of the late Tokugawa period and 

the Restoration period, the course considers the transition from "KORIN" to "SEIKAN." Finally, the course examines the  

transition of Japan-Korea relations in modern times, that is, the path to “annexation.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、前近代の東アジア国際関係と「鎖国」の見直し 

2. 対馬藩による日朝通交の修復と確立 

3. 江戸時代の日朝「交隣」関係 

4. 日朝関係の意義の変質 

5. 対馬易地聘礼と朝鮮進出論 

6. 対馬移封論と大型援助要求運動 

7. 対馬藩による朝鮮進出論提唱 

8. 丙寅洋擾と朝鮮への幕府使節派遣計画 

9. “1867 年ショック” 

10. 新政府の成立と日朝通交刷新の動き 

11. 日朝国交停滞と外務省による日朝外交接収 

12. 西郷隆盛の「征韓論」と明治六年の政変 

13. 日朝修好条規締結と日本の朝鮮進出 

14. 韓国「併合」への道 

 

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

毎回の復習を行うこと。その成果は、毎回の授業後のワークシートによって確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のワークシート（12 回）(60%)/レポート課題(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業中に記入するシート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 関周一編、2017 年、『日朝関係史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642083089) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC349 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC349／史学講義 ４９ 

(Lectures on History 49) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市と村落 

担当者名 

（Instructor） 
中野 良(NAKANO RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本社会の特性について、都市と村落それぞれについて軍隊との関係から理解するための視角と知識を習得する。 

 

The purpose of this course is to improve the ability to understand characteristics of cities and villages in modern Japanese 

society through the relationship with military.  

 

授業の内容（Course Contents） 

近代日本は、現代と異なり村落（農山漁村）が大半を占めるとともに、都市化が進行する社会であった。また、社会の近代化や国

家への統合において軍隊が大きな存在を占め、村落社会・都市社会それぞれにおいて社会のあり方や人々のライフコースに大

きな影響を与えた。本講義では、そうした軍隊と村落・都市との関係について多角的に論じていく。 

 

In modern Japan, while urbanization was progressing, villages remained the majority in  society. In addition, the military played a 

role in modernizing society and achieving national integration. The military had great influence on societies and people's life 

course both in towns and villages. This course provides lectures about the relationship between the military and societies in 

modern Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、軍隊から都市と村落を考える視座 

2. 日本軍隊の基礎知識 陸軍編 

3. 日本軍隊の基礎知識 海軍編 

4. 軍隊と村落１ 徴兵制 

5. 軍隊と村落２ 戦争と軍事動員 

6. 軍隊と都市１ 軍都・軍郷の形成 

7. 軍隊と都市２ 軍港の形成 

8. 軍隊と村落３ 陸軍演習と社会 

9. 軍隊と村落４ 要塞地帯と海軍演習 

10. 軍隊と都市３ 軍隊と災害 

11. 総力戦と都市 都市防空の展開 

12. 総力戦と村落 村の戦時体制 

13. 総力戦と都市・村落 都市空襲と疎開 

14. 戦後の軍隊と都市・村落 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(75%)/リアクションペーパーの提出状況(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中野良、2019、『日本陸軍の軍事演習と地域社会』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642038881) 

2. 荒川章二、2001、『軍隊と地域』、青木書店 (ISBN:978-4250201165) 

3. 荒川章二、2007、『軍用地と都市・民衆』、山川出版社 (ISBN:978-4634547070) 

4. 河西英通、2010、『せめぎあう地域と軍隊』、岩波書店 (ISBN:978-4000283793) 

5. 松下孝昭、2013、『軍隊を誘致せよ 陸海軍と都市形成』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642057707) 

6. 土田宏成、2017、『帝都防衛  戦争・災害・テロ』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642058520) 
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このほか、『地域のなかの軍隊』シリーズ（吉川弘文館）や『軍港都市史研究』シリーズ（清文堂出版）なども、参考文献として授業

内で随時言及する予定である。また、これ以外の参考文献については、授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『地域のなかの軍隊』シリーズ（吉川弘文館）  http://www.yoshikawa-k.co.jp/news/n9913.html 

『軍港都市史研究』シリーズ（清文堂出版） http://seibundo-pb.co.jp/index/ISBN978-4-7924-1093-3.html 

 

注意事項（Notice） 
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■AC354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC354／史学講義 ５４ 

(Lectures on History 54) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
史料学 

担当者名 

（Instructor） 
小池 勝也(KOIKE 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世の古記録・編纂史料の基本的な読解ができるようになる。その上で、史料に基づいて日本中世の諸相について考察す

ることができるようになる。 

 

This course aims to teach students to read basic Japanese historical records and compilations.  

Based on historical materials, students consider various aspects of medieval Japan 

 

授業の内容（Course Contents） 

貴族が執筆した日記（古記録）や鎌倉幕府の歴史書である『吾妻鏡』など、日本の中世に作成された古記録・編纂史料の読解を

通じて、史料に基づきながら中世日本の政治・社会・文化について考察する。 

 

By reading historical records and compilations created in Japan's Middle Ages, such as diaries written by nobles and the history 

book "Azuma Kagami'' created by the Kamakura Shogunate, students consider the politics, society, and culture of medieval 

Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古記録とは何か 

2. 変体漢文読解のための基礎知識 

3. 院政期の古記録・編纂史料（１） 

4. 院政期の古記録・編纂史料（２） 

5. 鎌倉期の古記録・編纂史料（１） 

6. 鎌倉期の古記録・編纂史料（２） 

7. 鎌倉期の古記録・編纂史料（３） 

8. 南北朝期の古記録・編纂史料（１） 

9. 南北朝期の古記録・編纂史料（２） 

10. 室町期の古記録・編纂史料（１） 

11. 室町期の古記録・編纂史料（２） 

12. 室町期の古記録・編纂史料（３） 

13. 戦国期の古記録・編纂史料（１） 

14. 戦国期の古記録・編纂史料（２） 

 

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

翌週の授業で読む史料を,一週前の授業時に配布するので、事前に予習してくること。史料の訓読（読み下し）を学生に担当して

もらうことを予定している。また、授業期間中に一度中間レポートとして、史料訓読の課題を課す予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/各授業回ごとの小課題（リアクションペーパー）(25%)/中間レポート(25%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (中間レポート（史料訓読課題）20%リアクションペーパー,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 刈米一志、2015、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、吉川弘文館 (ISBN:978-4-642-08273-0) 

2. 尾上陽介、2003、『中世の日記の世界』、山川出版社 (ISBN:978-4-634-54300-3) 

3. 元木泰雄, 松薗斉、2011、『日記で読む日本中世史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05778-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・高校で習った古典文法について事前に復習しておいてほしい。 

・余裕があれば、事前に、参考文献に掲げた『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』を通読しておくと、授業の内容がより

スムーズに理解できるだろう。 

・講義形式を基本とするが、上述のとおり史料の訓読は学生にも担当してもらうことを考えている。  

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 400 - 

■AC356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC356／超域文化学講義 ２ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学２ 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アフリカの諸民族集団を対象とした文化人類学的研究をもとに、人類が育んできた知や実践の体系を学び、人類文化の多様性と

可能性を追求する。具体的には、生業、親族、結婚、法、政治、民族、移民などを対象とした古典的民族誌を取り上げ、アフリカ

社会と私たちの生とのつながりや、人類が育んできた普遍的な原理について思考する。 

 

In this class, we will learn various modes of thought and practices of human being, by looking into cultural anthropological 

research on African ethnic groups. Specifically, we will focus on classic ethnographies, which covers livelihood, kinships and 

marriage, law, politics, ethnicity, immigration, etc., and discuss the connections between African society and our lives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類社会の多様性を学ぶことは、私たちが当然のように受けれている前提を問い直す試みである。人類発祥の地であり、人類居

住の長い歴史を持つアフリカには、多様な言語文化、生業、親族・社会形態、宗教実践や宇宙哲学が存在する。本授業では、こ

れらのテーマを取り上げた民族誌から、文化人類学の方法論と理論を学ぶ。さらに、古典的民族誌で取り上げられた事象が現代

のアフリカでどう持続・変化しているのかを知ることで、アフリカと私たちの生の連続性について思考する。 

 

Learning the diversity of human societies is an attempt to reconsider the assumptions we have taken for granted. Africa, which 

is the birthplace of humankind and has a long history of human settlement, has diverse cultures, social forms, religious 

practices, and philosophies. In this class, we will learn the methodology and theory of cultural anthropology from ethnographies 

on these themes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：民族誌を読む、アフリカで学ぶ 

2. 環境と生業（１） 

3. 環境と生業（２） 

4. 親族と結婚（１） 

5. 親族と結婚（２） 

6. 法と政治 

7. 民族と国民 

8. 神話と宗教（１） 

9. 神話と宗教（２） 

10. 呪術と科学 

11. 都市と移民 

12. 難民と日常性（１） 

13. 難民と日常性（２） 

14. まとめ 

 

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

教科書の指定の章を授業の前に熟読して授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に指示した提出物(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパーの提出 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松本尚之・佐川徹・石田慎一郎・大石高典・橋本栄莉（編）、2019、『アフリカで学ぶ文化人類学』、昭和堂 (ISBN:978-4-8122-

1906-5) 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC357／超域文化学講義 ３ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論１ 

担当者名 

（Instructor） 
山下 亜紀郎(YAMASHITA AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学における地域概念を理解した上で，ラテンアメリカ（主としてブラジル）の地誌や地理学的な研究事例について学ぶ． 

 

The purposes of this course are to understand the concept of region in geography; to learn the regional geography of Latin 

America; and to study geographical research examples in Brazil. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地理学における地域概念について講義する． 

ラテンアメリカ（主としてブラジル）の地誌や地域研究の事例について講義する． 

 

This course covers the concept of region in geography, the regional geography of Latin America, and geographical research 

examples in Brazil. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業のスケジュールや概要等のガイダンス． 

2. 地理学の学問体系，さまざまな地域概念 

3. 地域的観点と地域モデル 

4. ラテンアメリカ地誌１：自然環境と産業 

5. ラテンアメリカ地誌２：多様な人種・民族とその歴史的背景 

6. ラテンアメリカ地誌３：ブラジルの都市と人口 

7. ラテンアメリカ地誌４：ブラジルの日本移民 

8. ブラジル地域調査事例１：パンタナール湿原の自然環境と農業 

9. ブラジル地域調査事例２：パンタナール湿原の観光開発と環境問題 

10. ブラジル地域調査事例３：ノルデステの伝統的牧畜 

11. ブラジル地域調査事例４：ノルデステの灌漑果樹農業 

12. ブラジル地域調査事例５：ノルデステの日系社会 

13. ブラジル地域調査事例６：アマゾンへの日系人の入植 

14. 筆記試験 

 

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

テキストおよび参考文献の精読． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業終了時の小テスト(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (第２回～第１３回の各授業終了時のミニレポート 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 矢ケ﨑典隆ほか、2020、『地誌学概論第２版』、朝倉書店 

2. 松本栄次、2012、『写真は語る南アメリカ・ブラジル・アマゾンの魅力』、二宮書店 (ISBN:9784817603647) 

3. 丸山浩明、2013、『世界地誌シリーズ６ブラジル』、朝倉書店 (ISBN:9784254169263) 

4. 丸山浩明、2010、『ブラジル日本移民百年の軌跡』、明石書店 (ISBN:9784750332376) 

5. 丸山浩明、2011、『パンタナール』、海青社 (ISBN:9784860992767) 

6. 斎藤 功ほか、1999、『ノルデステ』、大明堂 (ISBN:4470490318) 

7. 丸山浩明、2000、『砂漠化と貧困の人間性』、古今書院 (ISBN:4772240187) 

その他，授業内で紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC361／超域文化学講義 ７ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ社会史１ 

担当者名 

（Instructor） 
石川 敬史(ISHIKAWA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、アメリカ社会史を通史的に考察し、今日のアメリカ社会の状況を歴史的な視野から理解する素養を涵養することを

目標としています。 

 

This course aims to develop an understanding of the history of American society from a historical perspective, and to cultivate 

an understanding of the current state of American society from a historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日のアメリカ社会は、16 世紀の終わりからから 17 世期のはじめにかけて行われた、イギリス人をはじめとするヨーロッパから

の入植者たちによって始まりました。この授業では、植民地時代から現代までのアメリカの政治史を概観し、それぞれの時代のア

メリカ社会の姿を歴史的な変遷の中からとらえます。 

アメリカ研究には、人種、先住民、移民、ジェンダー、マイノリティ、経済、政治、外交など、多様なアプローチが存在します。しか

し、どの分野に主たる関心を持つにしろ、通史的な理解を持つことは大変有意義です。この授業を通して、アメリカ史を学ぶ基礎

力を獲得していただきます。 

 

Today's American society was founded by British and other European settlers from the end of the 16th century to the beginning 

of the 17th century. This course provides an overview of the political history of the United States from the colonial period to 

the present, and captures the shape of American society at each time through historical transitions. 

There are a variety of approaches to American research, including race, indigenous people, immigration, gender, minority, 

economic, political, and diplomatic. However, no matter which field you are primarily interested in, it is very meaningful to have 

an historical understanding. Through this course, students are expected to acquire basic knowledge of American history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  ガイダンス 

 1．北アメリカ大陸の地史と先住民 

 2．北アメリカ大陸におけるヨーロッパ人の登場 

 3．本講義の概要と単位認定方針の解説 

2.  植民地時代の北アメリカ（1） 

 1．イギリス領北アメリカ植民地の形成と発展 

 2．イギリス領北アメリカ植民地の政治構造と本国政府の統治政策 

 3.  アメリカにおける啓蒙主義と新興復興運動 

 4.  アメリカ的なるものの形成 

3.  アメリカ革命 

 1．フレンチ・インディアン戦争以降の統治政策の変化 

 2．反イギリス抗争の論理とその変容 

 3．権力機構の創設と独立 

4.  アメリカ合衆国憲法とフェデラリスト政権 

 1．フェデラリスト政権 

 2．建国期における党派抗争 

 3．党派抗争から政党政治へ 

5.  大陸国家論 

 1．「1800 年の革命」と孤立主義外交の歴史的経緯 

 2．地域間対立とナショナリズム 

6.  膨張するアメリカ合衆国 

 1．モンロー・ドクトリンと「明白なる運命」 

 2．ジャクソニアン・デモクラシーの時代 

7.  アフリカ人奴隷制度 

 1．大西洋奴隷貿易の始まりと展開 
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 2．「コットン・エンパイアー」としての初期共和国 

8.  南北戦争（1） 

 1．エイブラハム・リンカンとその時代 

 2．南部連合の連邦からの離脱と南北戦争の勃発 

9.  南北戦争（2） 

 1．南北戦争の趨勢についての考察 

 2．南北戦争期の外交 

 3．南部連合の消滅 

 4.  再建期とその諸問題 

10.  金ぴか時代 

 1．共和党政権と工業化 

 2．レッセ・フェールと社会進化論 

 3．不満の組織化の失敗 

 4．危機的状況とポピュリズム 

11.  革新主義の時代 

 1．革新主義とは何か 

 2．革新主義時代の大統領―ローズベルト、タフト、ウイルソン 

 3．様々な改革 

 4.  フロンティアの消滅と海洋帝国 

12.  第一次世界大戦と第二次世界大戦 

 1．第一次世界大戦参戦とその顛末 

 2．「平常への復帰」と大衆社会 

 3.  世界恐慌の到来とニューディール政策 

 4.  第二次世界大戦とアメリカ 

13.  1960 年代のアメリカ 

 1. 冷戦とアメリカ社会 

 2. 公民権運動と「偉大な社会」 

14.  1970 年代以降の保守レジーム 

 1. 保守が台頭した 70 年代以降の社会史的概観 

 2. 21 世紀初頭のアメリカ社会と政治 

 

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

・教科書は特に指定せず、授業の項目ごとにレジュメ・史料を配布するので、受講者は復習を重点をおいた学習を心がけてくださ

い。 

・参考文献は適宜指示しますので、受講者は、指示された文献・史料に目を通して出席してください。 

・大学に入学してから初めてアメリカ史を学ぶ学生が多いと考えられますので、分からない部分を明らかにして、積極的に質問を

してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業内で行う小テスト 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤眞・古矢旬、2012、『アメリカ政治外交史 第２版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-032218-8) 

2. 和田光弘、2019、『植民地から建国へ 19 世紀初頭まで』、岩波書店 (ISBN:978-4004317708) 

3. 貴堂嘉之、2019、『南北戦争の時代 19 世紀』、岩波書店 (ISBN:978-4004317715) 

4. 中野耕太郎、2019、『20 世紀アメリカの夢: 世紀転換期から 1970 年代』、岩波書店 (ISBN:978-4004317722) 

5. 貴堂嘉之、2018、『移民国家アメリカの歴史』、岩波書店 (ISBN:978-4004317449) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・教科書は特に指定せず、講義毎に配布するレジュメ・史料をもとに授業を行います 

・レジュメは、主に参考文献をもとに教員が作成しているので、参考文献を読むことを勧めます 

・その他、必要な文献は授業の中で、適宜指示します。 

・板書の講義を中心とした授業です。 

・質問は授業中であっても、積極的に行ってください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC363／超域文化学講義 ９ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ社会史３ 

担当者名 

（Instructor） 
小滝 陽(KOTAKI YO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1．アメリカ合衆国の福祉制度の特徴が形成される歴史的プロセスを説明できるようになる。 

2．アメリカ福祉史に現れる「分類と排除」の動態をつかむ。 

 

This course aims for students to be able (1) to explain the historical development of American welfare and social security and 

(2) to grasp the dynamics of social classification and exclusion in American welfare history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ福祉史を年代順に論じる本講義は、主に二つの問いを検討します。一つ目は、アメリカの福祉制度が、誰を「救済に値す

る」と見なし、誰が「救済に値しない」と見なしたか。二つ目は、アメリカの福祉制度と福祉行政が、人種・階級・ジェンダーなどのカ

テゴリーに沿って、どのように人々の間の序列を作り出したのかです。これらの問いの連関に注目しつつ、「福祉から見るアメリカ

の歴史」を論じていきます。 

 

In chronicling American welfare history, this course examines the following questions: 

1) Who did American welfare policies and social security classify as "deserving" or "undeserving" of relief? 

2) How did American welfare policies create social hierarchies along with categories such as race, gender, and class? 

By analyzing these entangled questions, this course aims to show American history from the viewpoint of welfare. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 救貧法の遺産  

3. 南北戦争と解放民の福祉  

4. 軍人恩給とアメリカの家族 

5. 移民管理と「公共の負担」論 

6. 金メッキ時代の福祉 

7. 改革の時代と母子年金 

8. 大恐慌とニューディール  

9. GI ビルと「豊かな社会」 

10. 福祉権運動 

11. 難民援助における人道主義と人権の相克 

12. ワークフェアの世紀末 

13. 福祉改革と大量収監国家 

14. まとめ 

 

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

適宜、史料や論文の読解を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/リアクションペーパーほか(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田光弘、2019、『植民地から建国へ－19 世紀初頭まで』、岩波書店 (ISBN:9784004317708) 

2. 貴堂嘉之、2019、『南北戦争の時代－19 世紀』、岩波書店 (ISBN:9784004317715) 

3. 中野耕太郎、2019、『20 世紀アメリカの夢－世紀転換期から 1970 年代』、岩波書店 (ISBN:9784004317722) 

このほか、授業内で、その回の内容に即した参考文献を紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC366 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC366／超域文化学講義 １２ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合社会史２ 

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） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市イスタンブルの歴史と記憶を複眼的にとらえ、様々な背景を踏まえた上で、文化遺産保護のあり方を議論できるようになる。 

 

By the end of this course, students are expected to explain the history and memories of Istanbul from a “compound eye,” that 

is, from more than one perspective, and to evaluate how historical monuments should be protected based on their various 

backgrounds. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では都市イスタンブルの歴史と記憶について、近現代トルコの具体的な事例から学ぶ。この授業では、読書課題を読んだ

うえで授業に参加し、グループ議論に積極的に参加することが求められる。 

 

This course covers the history and memories of Istanbul at the end of the Ottoman dynasty and with Republican Turkey. 

Students are expected to have read the assigned material before meetings, as listed in the course calendar.  Attendance and 

participation in discussion is essential and mandatory.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の進め方の説明 

2. イスタンブル都市史 1 

3. イスタンブルを生きた人々の記憶 1 

4. 課題文献の精読とグループ討議 

5. 課題文献の内容をふまえたグループ討議 

6. グループ発表 

7. イスタンブル都市史 2 

8. イスタンブルを生きた人々の記憶 2 

9. 課題文献の精読とグループ討議 

10. 課題文献の内容をふまえたグループ討議 

11. グループ発表 

12. 授業内テスト（論述式） 

13. 総括１（テスト講評等） 

14. 総括２（テスト講評等） 

 

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

読書課題を読んだ上で授業に参加する。授業時グループ討議の内容を振り返る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内テスト（40％×1 回＋６％×10 回）(100%) 

【変更前】平常点(In-class Points) 100  ％ （ 授業内テスト(40%) 、グループ討議への参加・貢献度(40%) 、グループ発表(20%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

講読課題はブラックボードにて提示する。講読課題は英語文献を含む。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC368／超域文化学講義 １４ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合社会論２ 

担当者名 

（Instructor） 
神田 惟(KANDA YUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①「イスラーム美術」がヨーロッパや日本に与えた影響や、②「イスラーム美術」とイスラームの教義を基盤とした社会との関わり、

③南インド、東南アジア、中国において展開したイスラーム美術について見識を深めることで、ムスリムのための／ムスリムによ

る／ムスリムの文化を題材とした美術、音楽、文学作品が創り出された政治的・文化的・宗教的コンテクストについて、多角的に

論述することができるようになることを目標とします。 

 

This course is designed to provide the students with an opportunity to gain knowledge in 1) the impact of “Islamic art” on 

Europe and Japanese culture, 2) the relationship between the “Islamic art” and the society based on the doctrines of Islam, and 

3) Islamic art developed in the South India, the South East Asia, and China. In so doing, it aims to assist students in articulating 

their ideas on the political, cultural, and religious contexts in which art, music, and literature for Muslims, by Muslims, or on the 

topic of Muslim culture, have been created.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 第 2 回から第 6 回の講義では、「オリエンタリズムと物質文化」について検討します。続く第 7 回から第 10 回では、イスラーム

の教義が、物質文化にどのように、そしてどの程度反映されているのかについて、具体的な事例に即して検討します（What is 

"Islamic" about Islamic Art?）。最後に、第 11 章から第 13 章では、ムスリム ・コミュニティが存在し、その構成員が物質文化の担

い手であった/であるにもかかわらず、既存の「イスラーム美術」という西欧中心主義的な学問的枠組みから捨象されてきた地域

（南インド、東南アジア、中国）の物質文化の歴史的展開について学びます。 

 

The lectures will first discuss the relationship between Orientalism and the material cultures (Lecture 2, 3, 4, 5, and 6). Then, 

they will examine the extent to which the doctrines of Islam have inform the material culture (What is “Islamic” about Islamic 

Art?; Lecture 7, 8, 9, and 10). Lastly, they focus on the chronological developments of the material cultures in the South India, 

the South East Asia, and China, which have been excluded from the Eurocentristic academic framework of “Islamic art,” 

notwithstanding the existence of substantial Muslim communities in these areas (Lecture 11, 12, and 13).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：イスラームとは何か、「イスラーム美術」とは何か 

2. オリエンタリズムと物質文化①：古代から啓蒙の世紀に至るまでの「他者」認識の変遷 

3. オリエンタリズムと物質文化②：ナポレオンのエジプト遠征（1798）以降の「オリエント」認識⑴：オダリスクとトルコ行進曲 

4. オリエンタリズムと物質文化③：ナポレオンのエジプト遠征（1798）以降の「オリエント」認識⑵：イスラモフィリア 

5. オリエンタリズムと物質文化④：オダリスクのその後ー西洋化・近代化する世界と 19–21 世紀の「イスラーム」美術？ 

6. オリエンタリズムと物質文化⑤：オリエントから見た「オリエント」ー日本人の「ペルシャ（波斯）」観 

7. イスラームの教義と物質文化①：クルアーンに登場する 25 人の預言者たちはどのように表象されるのか 

8. イスラームの教義と物質文化②：偶像破壊（イコノクラスム）と偶像忌避（アニコニズム） 

9. イスラームの教義と物質文化③：参詣（ズィヤーラ）と大巡礼（ハッジ）ー聖者信仰と一神教は両立し得るのか？ 

10. イスラームの教義と物質文化④：シーア派とスンナ派ー宗派の違いはどの程度物質文化に反映されるのか？ 

11. 「イスラーム美術」の周縁（ペリフェリー）①：南インド 

12. 「イスラーム美術」の周縁（ペリフェリー）②：東南アジア 

13. 「イスラーム美術」の周縁（ペリフェリー）③：中国 

14. 総括とコメントペーパーに基づくディスカッション 

 

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

各回とも、参考文献の一覧を配布しますので、アスタリスクの印があるものを中心に、授業後にできるだけ目を通しておくようにし

てください。授業時間中に適宜、都内近郊で開催中の、「イスラーム美術」作品を扱っている特別展の内容について紹介する予定

です。実際に美術館に足を運び、作品を見ることで、授業内容についての理解を深めるようにしてください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパー（全 14 回、Google Form 使用）(70%)/最終レポート（選択式）(30%) 

授業のオンライン化に伴い、毎回のコメントペーパー（穴埋め Quiz有り）の提出を重視することにしました。この授業は、基本的に

はオンデマンド方式を採用する予定です。 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (最終レポート(Final Report)40%小テスト x3,45%コメントペーパー x3,15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. サイード, エドワード・W. 著; 今沢紀子訳.、1993、『オリエンタリズム（上）』、平凡社 (ISBN:9784582760118) 

2. サイード, エドワード・W. 著; 今沢紀子訳.、1993、『オリエンタリズム（下）』、平凡社 (ISBN:9784582760125) 

3. 中田考監修; 中田香織, 下村佳州紀訳、2014、『日亜対訳クルアーン：[付] 訳解と正統十読誦注解』、作品社 

(ISBN:9784861824715) 

テキストの授業への持参は必須ではありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. Shahab Ahmed. 2016. What is Islam?: The Importance of Being Islamic. Princeton University Press (ISBN:9780691164182) 

2. Flood, Finbarr B. and Gülru Necipoğlu, eds.. 2017. A Companion to Islamic Art and Architecture (Blackwell Companions to Art 

History Book 12), 2 vols.. Wiley-Blackwell (ISBN:9781119068662) 

3. 羽田正、2005、『イスラーム世界の創造』、東京大学出版会 (ISBN:9784130130431) 

4. 阿部良雄監修、1990、『特別展『オリエンタリズムの絵画と写真 1989-90（ORIENTALISM）』』、中日新聞社・富士カントリー 

5. 赤堀雅幸, 東長靖, 堀川徹編、2005、『イスラームの神秘主義と聖者信仰』、東京大学出版会 (ISBN:9784130341875) 

6. Suleman, Fahmida. 2015. People of the Prophet's House: Artistic and Ritual Expressions of Shiʿi Islam. Azimuth Editions 

(ISBN:9781898592327) 

7. Museum of Cultural Palace of Nationalities, Beijing, North West Minorities University, Lauzhou and Islamic Arts Museum 

Malaysia, eds.. 2001. Six Centuries of Islamic Art in China. Islamic Arts Museum Malaysia (ISBN:9789834038526) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小テストの欄外やコメントペーパーを介した質問等、積極的な講義への参加を歓迎します。  

 

注意事項（Notice） 
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■AC369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC369／超域文化学講義 １５ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境学１ 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 尚子(MIURA 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） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、文化環境学のアプローチを理解し、多様な現代社会の実相を描き出すための深遠な洞察力と新奇な想像力を涵養

することを目的とします。 

 

This lecture aim to understand the approaches of cultural and environmental studies, and cultivate profound insight and novel 

imagination to draw on the realities of various modern societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、近現代の都市空間における文化的・社会的事象について、特にソーシャル・マイノリティの事例研究をもとに検討しま

す。ゲストスピーカーの講話や映画などの視聴覚資料を通して、喫緊の社会問題は何であり、それはどのような環境のもとで起こ

り、そして課題解消に向けてどのような取組みが実行可能か、考えていきます。 

 

Cultural and social phenomena in modern urban spaces will be examined, especially based on social minority cases.Through 

guest speaker lectures and audio-visual materials such as movies, we will discuss what are the most pressing social issues, 

under what circumstances, and how we can work on solving the issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化と環境① 

3. 文化と環境② 

4. 文化と社会① 

5. 文化と社会② 

6. モダンと文化① 

7. モダンと文化② 

8. ポストモダンと文化 

9. ジェンダーと文化 

10. セクシュアルマイノリティと文化 

11. 障がいと文化① 

12. 障がいと文化② 

13. 子どもと文化 

14. 最終テスト 

 

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

専門論文に目を通し、分析方法や論文記述の方法を理解します。各回の鍵概念を整理してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加態度(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/ミニレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋伸夫・田林 明・小野寺 淳・中川 正、1995、『文化地理学入門』、東洋書林 (ISBN:9784887210868) 

2. フィスク，J.、1998、『抵抗の快楽ーポピュラーカルチャーの記号論』、世界思想社 (ISBN:4790707180) 

3. 中川 正・森 正人・神田孝治、2006、『文化地理学ガイダンス』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779501016) 

4. 内藤直樹・山北輝裕編、2014、『社会的包摂・排除の人類学』、昭和堂 (ISBN:9784812213414) 

5. 吉見俊哉・若林幹夫編著、2005、『東京スタディーズ』、紀伊国屋書店 (ISBN:4314009799) 

6. 竹中克之・大城直樹・梶田 真・山村亜希、2009、『人文地理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623055395) 
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7. ズーキン，S.、2013、『都市はなぜ魂を失ったのか』、講談社 (ISBN:9784061573017) 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行は、ゲストスピーカーのご都合で前後する可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC371／超域文化学講義 １７ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
農耕牧畜論 

担当者名 

（Instructor） 
吉村 郊子(YOSHIMURA SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農耕および牧畜という生業の特色や暮らしについて学び、その実態と歴史や変遷を理解して、人類の生活の多様性を俯瞰し、考

察できるような視座を養う。 

また、多様な資料や情報を適切に用いて多角的に吟味し、検討できるような知識と技能を身につける。そして、眼の前の事象や

他者を理解し、さらには自己および人間への理解を深めつつ、その手法と経験を他のテーマや自身の日常へと活かすことができ

る。 

 

This course aims for students to learn about agricultural and/or pastoral societies, including their history and changes; to 

consider and understand human diversity; and to develop their own skills and perspectives for discussing and understanding 

various themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主にサハラ以南のアフリカやアジアに暮らす農耕民および牧畜民の事例を取りあげて、彼らの暮らしの様態を自然・生態・文化・

歴史・開発・国家や他集団とのかかわり等、さまざまな要素との連関から紹介しつつ、講義をすすめる。 

文化人類学や地域研究および隣接する諸分野の手法を適宜、生かして、多様な生活様式と文化・社会の存在を受けとめ、さまざ

まな他者や事象を理解するために必要な視座・思考力とは何かを考える。 

 

This course focuses on agricultural and/or pastoral societies, mainly introducing cases in sub-Saharan Africa and Asia, with 

various aspects such as nature, ecology, culture, history, development, nation, and relationships with other groups. Importantly, 

students think about how to consider and understand others, ourselves, and human diversity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、多様な環境と狩猟採集・農耕・牧畜 

2. ドメスティケーション、牧畜民の生態と文化 

3. 牧畜民の生態と文化（つづき） 

4. 農耕民の生態と文化 

5. 農耕民の生態と文化（つづき） 

6. 現代アフリカにおける国家・開発と牧畜民 １．はじめに 

7. ある牧畜民・地域の事例 １．現在の暮らしとその特色 

8. ある牧畜民・地域の事例 ２．さまざまな他集団とのかかわりの歴史 

9. ある牧畜民・地域の事例 ３．植民地統治の歴史との連関から 

10. ある牧畜民・地域の事例 ３．植民地統治の歴史との連関から（つづき） 

11. ある牧畜民・地域の事例 ４．さまざまなメディア・他者とのかかわりから 

12. ある牧畜民・地域の事例 ５．歴史と変遷、そして現在へ 

13. 現代アフリカにおける国家・開発と牧畜民 ２．多様な資料から得た知見をふまえて、再考する 

14. 多様性へのまなざし、そして、「理解」とは 

 

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

授業の内容をふり返って復習する他に、さまざまな文献資料や情報・日々の経験にも眼を向けて、視野を広げていくこと。そのう

えで、ミニ課題に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の小テスト(70%)/ミニ課題(30%) 

ミニ課題の提示は不定期であるが、月一回程度を予定している。内容の詳細と提出方法については、その都度、授業内で説明

する。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (ミニ課題 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島田周平・上田元編、2017、『世界地誌シリーズ 8 アフリカ』、朝倉書店 
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【変更前】なし。必要な資料等は授業内で配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントと板書を使用した講義形式であり、映像資料等も適宜、活用する予定である。 

授業に関連した連絡や課題の提出等については、Blackboad を使用することがある。 

課題についてのフィードバックは、その内容や提出状況に応じて、次回以降の授業内または Blackboad 上のいずれかで行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC373／超域文化学講義 １９ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市空間論 

担当者名 

（Instructor） 
池田 真利子(IKEDA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は，各回で示すテーマの基，大都市の経済・文化・社会の代表的な理論やアプローチを理解し，「都市空間」の複層性を

理解することを目的とします。 

 

 

 

 

This course aims to understand representative theories and approaches of economics, culture, and society in large cities, and 

to understand the multi-layered nature of "urban space", based on the topic of each lesson. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は，各回に設定されたテーマを基に，地理学から都市空間を考えることを目的としており，地理学内で紹介されている理

論やアプローチは各回で触れます。ただし地理学という領域内の議論に限定せず，あえて周辺学問領域の理論やアプローチを

取り込むことで，「新しい」視点・トピック・方法とは何かを考えます。 

参加者には主体的に授業に取り組むことを強く求めます。 

 

The purpose of this course is to consider urban space from the viewpoint of geography, based on the topic set in each lesson, 

and to introduce theories and approaches in geography each time. However, the discussion will not be limited to the area of 

geography, but will incorporate theories and approaches of nearby disciplines to consider “new” viewpoints, topics, and 

methods. Participants are strongly encouraged to work independently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，大都市の経済・文化・社会の主要概念の理解，なぜ都市に人が集まるのか？ 

2. 大都市の再編① 都市空間のダイナミズム：都市研究と地理学，グローバル・ノースとネオリベラリズム，夜の再編 

3. 大都市の再編② 都市空間で生じるコンフリクト：ジェントリフィケーションと観光地化 

【事例】ニューヨーク・ベルリン 

4. 【事例と議論】事例報告発表，関連理論の紹介 

5. 大都市の経済① 創造性を巡る相剋：文化創造産業と創造都市 

6. 大都市の経済② 夜間経済と音楽産業：クラブ・ライブハウス，音楽と都市 

7. 【事例と議論】事例報告発表，関連理論の紹介 

8. 大都市の社会① 社会集団からみた都市空間，創造階級 

【事例】ヨーロッパ各都市 

9. 大都市の社会② 疎外される社会集団，「外国人労働者」 

10. 【事例と議論】事例報告発表，関連理論の紹介 

11. 大都市の歴史① 都市における歴史の記憶と保存 

【事例】ドイツ主要都市 

12. 大都市の歴史② 景観論と「都市景観」 

【事例】東京都，ベルリン 

13. 【事例と議論】事例報告発表，関連理論の紹介 

14. まとめ：なぜ都市に人が集まるのか？地理学と都市論 

 

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

各回に紹介する資料や参考文献を各自で読んで下さい。 

また，【事例と議論】の回では学生による発表とそれに基づく議論を行います。授業内で紹介する事例や事象に囚われず，皆さん

の若さに裏付けられた柔軟なものの見方を求めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の質問やリアクションペーパー(20%)/発表(40%)/最終レポート(40%) 



 - 417 - 

 

テキスト（Textbooks） 

指定なし。各テーマごとに指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は受講生の関心に応じて適宜変わる可能性があります。成績評価も受講生数に応じて変わる可能性があります。 

 

 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC375／超域文化学講義 ２１ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア１ 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フォークロアおよび民俗宗教の考え方やさまざまな事例を通して、伝統的な価値観・規範が変容し多元化した現代社会のあり方

について理解を深めることを目標とする。 

 

In this course, the aim is to understand contemporary society where traditional values and norms are changing, through various 

cases of folklore and folk religion studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

民俗宗教とは、宗教教団の教義や思想あるいは宗教的職能者だけではなく、一般の人びとの日常生活の中に潜在する宗教的

信念や実践の総体をさす言葉である。この授業ではフォークロアの事例を中心として、民俗宗教の視点から日本社会の文化を考

えてゆく。事例では映像資料を多く見て具体的なイメージを深め、理解を深める一助としたい。 

 

Folk religion is a manipulated concept that includes not only religious principles and practitioners, but religious beliefs and 

practices in the everyday world as a whole. The course will study the culture of Japanese society, watching videos of folk 

religion cases to grasp concrete images. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 環境と信仰 （1） 自然の中の神 

3. 環境と信仰 （2） 動物の神 

4. 民俗社会の神々（1） 来訪神 

5. 民俗社会の神々（2） 流行り神 

6. 妖怪 (1)：呪術的思考と心意伝承 

7. 妖怪 (2)：妖怪から読み解く日本文化 

8. 山岳信仰（1） 講集団 

9. 山岳信仰 （2） 巡礼 

10. 山岳信仰 （3） 通過儀礼 

11. 民俗社会の信仰と生活 （1） 地域社会での展開 

12. 民俗社会の信仰と生活 （2） ジェンダー 

13. 現代社会の民俗宗教 

14. まとめ 

 

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

課題では、授業内で取り扱った事例を受講者が実地で見聞したうえで、レポートとして提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1998、『日本民俗宗教辞典』、東京堂出版 

2. 宮家準、2002、『民俗宗教と日本社会』、東京大学出版会 

3. 鈴木正崇編、2015、『森羅万象のささやき : 民俗宗教研究の諸相』、風響社 

そのほか授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC377／超域文化学講義 ２３ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較技術論 

担当者名 

（Instructor） 
厚 香苗(ATSU KANAE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１、日本の民俗学における技術論の展開を理解する。 

２、日本の多様な環境で育まれた生活技術を知る。 

３、授業で学んだ事例をもとに、自分の将来の生き方について考える。 

 

This course aims for students to (1) understand the development of technical theory in Japanese folklore; (2) learn about living 

techniques in various environments in Japan; and (3) think about what kind of job they will get based on the course contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の民俗学は、定住して稲作をおこなう農村を「典型的なムラ」として扱ってきた。しかし、いわゆる職人のように高度な技術を

もつ人びとは、ムラからムラへと移動したり、都市に生活の場を求めたりしてきた。その動的な暮らしは、現代日本の都市生活者

に通じる。高度経済成長の前までは「あたりまえ」だったが、今では古臭く見えることもある、日本の庶民が伝えてきた技術の背景

にある民俗知について学ぶ。 

 

Japanese folklorists have treated rural villages as typical Japanese villages. However, highly skilled people, like craftsmen, 

moved from village to village or lived in the city. Their life  was similar to that of modern Japanese urban dwellers. This course 

teaches Japanese folk knowledge of craftsmen, religious, street vendors, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. モノから始まった日本の民俗技術研究 

3. アチック・ミューゼアムの民具研究 

4. 民俗技術研究の展開 

5. 稲作と定住／稲作以外と移動 

6. 畑作優位の暮らし 

7. しょうがいと民俗技術 

8. 民俗宗教と人生 

9. 都市のフィールドワーク 

10. 自分を守るためのなわばり 

11. 回遊する技術者と由緒書 

12. テキヤ稼業の生活世界 

13. 生業の実際とイメージ 

14. 水上生活へのまなざし 

 

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

NHK が放送開始 70 周年を記念して 1995 年から 1999 年にかけて制作、放送された「ふるさとの伝承」（全 124 回）という番組が

あります。新座図書館に DVD として所蔵されているので是非視聴してください。授業でもいくつかとりあげます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(100%) 

4 回以上欠席した者は学期末試験の対象外とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (コメントペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業時に参考文献リストを配布する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC403／自然地理学 １ 

(Physical Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
意外と身近にある自然地理～大地編～ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 有加(ITO YUKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，自然地理学における基礎的な知識を習得し，身近な場所から自然地理に関わる事象を見つけ出す能力を養うこ

とを目標とします。 

 

This class aims to have students acquire fundamental knowledge in physical geography and to cultivate the ability to discover 

phenomena related to physical geography in nearby locations. 

  

 

授業の内容（Course Contents） 

身近な場所から辺境の地まで，地球上のあらゆる場所で観察される自然現象やそこにいる人類との関連について，空間的な観

点で調査を行い，科学的な手法を用いて分析するのが自然地理学です。この授業では，主に大地に根付く事象について，現場

の写真，映像や詳細な資料に基づいて解説し，自然地理学的に読み解くための基礎的な知識を習得します。また適宜，関連する

時事問題を取り上げ，解説を行います。   

 

Physical geography conducts surveys of natural phenomena observed everywhere on earth, from familiar locations to remote 

regions, and of their relationship with human beings from a spatial perspective, and analyzes these using scientific methods. This 

class will primarily explain land-based phenomena using site photographs, images, and detailed materials, and will equip students 

with fundamental knowledge for interpreting these in terms of physical geography. It will also explain related current events as 

appropriate.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 東京の地形と自然：関東平野の成り立ち 

3. 東京の地形と自然：台地の段丘と人々  

4. 東京の地形と自然：山の手の坂と湧水  

5. 東京の地形と自然：消えた都市河川  

6. 地震：プレートテクトニクスと地震発生の仕組み 

7. 地震：活断層と地震災害の実態 

8. 山地の隆起と削剥  

9. 山崩れ 

10. 河川のはたらきと地形 

11. 海岸地形と海岸侵食 

12. 火山活動と火山災害 

13. 人間の活動と地形変化 

14. 期末試験 

 

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

普段からできるだけ環境や地理に関連する情報に関心を持つこと  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示した課題（８回）(80%)/アンケートまたは確認テスト(4 回）(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席およびリアクションペーパーの内容 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せずに、講義資料を配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田英嗣、2017、『はじめての自然地理学』、古今書院 (ISBN:4772271457) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

理解を深めるために必要に応じて演習なども適宜行う。 

講義終了後に Blackboardに配布資料を公開する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC404／自然地理学 ２ 

(Physical Geography 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
意外と身近にある自然地理～空・海・水・環境問題編～ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 有加(ITO YUKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，自然地理学における基礎的な知識を習得し，身近な場所から自然地理に関わる事象を見つけ出す能力を養うこ

とを目標とします。   

 

This class aims to have students acquire fundamental knowledge in physical geography and to cultivate the ability to discover 

phenomena related to physical geography in nearby locations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

身近な場所から辺境の地まで，地球上のあらゆる場所で観察される自然現象やそこにいる人類との関連について，空間的な観

点で調査を行い，科学的な手法を用いて分析するのが自然地理学です。この授業では，主に大気、海洋、陸水（地下水など）・氷

河に関する事象および地球環境の諸問題について，現場の写真，映像や詳細な資料に基づいて解説し，自然地理学的に読み

解くための基礎的な知識を習得します。また適宜，関連する時事問題を取り上げ，解説を行います。 

 

Physical geography conducts surveys of natural phenomena observed everywhere on earth, from familiar locations to remote 

regions, and of their relationship with human beings from a spatial perspective, and analyzes these using scientific methods. This 

class will primarily explain phenomena related to the atmosphere, ocean, and water, and global environmental issues, using site 

photographs, videos, and detailed materials, and will equip students with fundamental knowledge for interpreting these in terms 

of physical geography. It will also explain related current events as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 気象・気候：日本の四季 

3. 気象・気候：大気の大循環と風 

4. 気象・気候：世界の気候 

5. 気象・気候：都市の気候 

6. 海洋：海洋の構造・海水の循環 

7. 海洋：沿岸・海洋の災害 

8. 水文：地表の水循環 

9. 水文：地下の水循環 

10. 水文：水環境の諸問題 

11. 氷河と氷河地形 

12. 地球環境の変遷と地球温暖化 

13. 地球環境の諸問題 

14. 期末試験 

 

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

普段からできるだけ環境や地理に関連する情報に関心を持つこと  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

確認小テストまたはリアクションペーパー(60%)/授業内レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (出席+授業のリアクションペーパーの内容 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せずに、講義資料を配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田英嗣、2017、『はじめての自然地理学』、古今書院 (ISBN:4772271457) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

理解を深めるために必要に応じて演習なども適宜行う。 

講義終了後に Blackboardに配布資料を公開する。 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC405／比較政治史 １ 

(Comparative Political History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
帝政ロシア史 

担当者名 

（Instructor） 
草野 佳矢子(KUSANO KAYAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ史研究に関して、史料に基づく歴史研究の手法および発想を身につける。 

帝政崩壊までのロシア史の流れ、キエフ・ルーシ、モスクワ・ロシアの特徴、ロシア帝国成立後に関しては各皇帝の治世の概要や

主要な事件・改革の内容などについて、西ヨーロッパとの比較も含めて説明できるようになる。 

 

Students will learn methods and ideas of historical research, based on historical materials related to research in European 

history. 

Students will become able to explain the flow of Russian history until collapse of the Empire, as well as the characteristics of 

Kievan Rus and Moscow Russia, an outline of the reigns of emperors following the establishment of Imperial Russia, and details 

of major incidents and reforms, including comparisons with Western Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1917 年革命以前のロシアの歴史を、特に国家と社会の関係や、統治制度改革、政治改革をめぐる問題に焦点を当て、比較史の

視点にも留意して、講義する。 

適宜、関連する映像の視聴も行う。 

 

 

The course will conduct lectures on the history of Russia prior to the 1917 Revolution, focusing on issues such as relations 

between the state and society, reform of governance systems, and political reform, with attention given to comparative history 

as well. 

Related videos will be shown as appropriate. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ロシア帝国成立前のロシア①： キエフ・ルーシからモスクワ・ロシアへ 

2. ロシア帝国成立前のロシア②： モスクワ・ロシアの特徴 

3. ピョートル大帝の西欧化政策 ： 西欧化の開始、大北方戦争、統治理念の西欧化、中央・地方の行政制度改革、社会

の再編 

4. 女帝たちの時代： エカチェリーナ 1 世～ピョートル 3 世の治世、ピョートル体制の修正 

5. エカチェリーナ２世の統治： エカチェリーナの啓蒙思想、プガチョフの乱、地方行政改革、貴族・都市への恵与状、農奴制

の強化、パーヴェル 1 世 

6. アレクサンドル１世とニコライ 1 世： 秘密委員会と初期の改革、スペランスキーの改革案、祖国戦争後のアレクサンドル、

デカブリストの乱とニコライの即位、法律と官僚制の整備 

7. アレクサンドル 2 世と大改革①：クリミア戦争、大改革の前提、農奴解放，ゼムストヴォ制度の導入 

8. アレクサンドル 2 世と大改革②：都市自治制度、地方官僚制の整備、司法制度改革、大改革と身分制 

9. 革命運動と政治改革の試み： 農奴解放後の革命運動の展開、大改革期の政治改革の試み、ロリス＝メリコフの改革案 

10. アレクサンドル 3 世時代のロシア： 専制体制の安定化、農民統治制度改革、地方自治制度改革 

11. 19 世紀末～20 世紀初頭のロシア：ヴィッテ蔵相の工業化政策とその影響、ニコライ 2 世の即位、20 世紀初頭のロシア社

会 

12. 1905 年革命：「自由主義者の春」、血の日曜日事件、「立憲体制」への移行 

13. 帝政ロシアの崩壊： ストルイピン改革、第一次世界大戦とロシア、2 月革命 

14. 授業内試験 

 

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

各回の授業前に前回の内容をよく復習すること。参考文献の関連する部分を読み、理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業内レポート(100%) 

授業内レポートを 11 回以上提出していない場合は成績評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いません（配布プリントに沿って講義します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中陽児・倉持俊一・和田春樹、1994、『ロシア史２』、山川出版社 (ISBN:463446070X) 

2. 田中陽児・倉持俊一・和田春樹、1997、『ロシア史３』、山川出版社 (ISBN:4634460807) 

3. マルク・ラエフ、2001、『ロシア史を読む』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815804222) 

4. 藤本和貴夫・松原広志、1999、『ロシア近現代史―ピョートル大帝から現代まで  』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623027473) 

5. 和田春樹 編、2002、『ロシア史』、山川出版社 (ISBN:4634415208) 

6. 川端香男里・佐藤経明・ 中村喜和 ・和田春樹・塩川伸明・栖原学・沼野充義 監修、2004、『新版 ロシアを知る事典』、平凡

社 (ISBN:9784582126358) 

7. 栗生沢猛夫、2010、『図説 ロシアの歴史』、河出書房新社 (ISBN:9784309761435) 

特定のテーマに関しては、上記文献の参考文献欄を参照してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC406／比較政治史 ２ 

(Comparative Political History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本・沖縄史 

担当者名 

（Instructor） 
冨永 望(TOMINAGA NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後の日本と沖縄の歴史を学び、米軍基地や慢性的な経済の低迷など、今日の沖縄が抱える問題の要因を知り、問題解決の

ために自分の意見を持てるようにする。 

 

This class guides students to study about the post war history of Japan proper and Okinawa, to know the factors of 

contemporary Okinawa’s problems; troubles caused by U.S bases and soldiers, chronic depression. Then they will be able to 

state their own opinions about Okinawa to resolve those problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の日本史と沖縄史の概説を講義する。政治史が中心ではあるが、人々の生活や社会状況についても紹介する。 

 

The outline about the postwar history of Japan proper and Okinawa. Although politics is the main part but the lecture will 

mention people’s life and social situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：占領下のサザエさん 

2. 本土編１：日本の敗戦 

3. 本土編２：戦犯裁判 

4. 本土編３：日本国憲法 

5. 本土編４：日米同盟 

6. 本土編５：５５年体制 

7. 本土編６：高度成長 

8. 沖縄編１：琉球諸島の占領 

9. 沖縄編２：琉球諸島の分離 

10. 沖縄編３：島ぐるみ闘争 

11. 沖縄編４：日本復帰運動 

12. 沖縄編５：主席公選 

13. 沖縄返還 

14. 今日の沖縄基地問題 

 

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

戦後史の通史を読んでおくことが望ましい。福永文夫『日本占領史 1945-1952』（中公新書、2014 年）、武田晴人『シリーズ日本

近現代史８ 高度成長』（岩波新書、2008 年）、櫻澤誠『沖縄現代史』（中公新書、2015 年） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパーの提出と内容(30%) 

リアクションペーパーの提出を毎回求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福永文夫、2014、『日本占領史 1945-1952』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102296-7) 

2. 櫻澤誠、2015、『沖縄現代史 米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102342-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC407／地理学概説 １ 

(Introduction to Geography and Cultural Anthropology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
新井 智一(ARAI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な地域を通じて、現代社会の諸問題についての知識と関心を深めること、地理的現象についての分布図・統計表を難なく読

解できる能力を身につけること。 

 

Deepen interest and knowledge about the problems of modern society through the community, to provide a statistical table and 

distribution of geographical phenomena without difficulty with reading ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「都市化」「高齢化」「グローバル化」に伴う諸問題を、「地図」や「景観」といった人文地理学の視点を通じ、東京とその周辺地域を

例として具体的に学びます。 

 

Problems associated with urbanization in the "aging" of globalization through the point of view of geography, such as "map", 

"landscape", Tokyo and its surrounding area learn more specifically as an example. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地理学の視点－地図・土地利用・景観 

2. 都市の内部構造－江戸～昭和時代初期の東京を例に 

3. 都市化－埼玉県の景観・土地利用を例に 

4. 都市圏－東京の都心と郊外、それぞれの発展 

5. ポストモダンの都市空間 

6. 都市空間の知覚－メンタルマップとは？ 

7. 都市住民の行動－時間地理学とは？ 

8. 都市と独身男性・女性 

9. 都市と外国人－「ニューカマー」と「オールドカマー」 

10. 都市と高齢社会－フードデザートとは？ 

11. グローバル化と農山村－産地と条件不利地域 

12. 都市とシンボル－原爆ドームなどを例に 

13. 地域文化と地理学－方言の分布と伝播 

14. 授業のまとめ 

 

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

授業開始時に前回の授業内容の確認を行うので、毎回の復習が必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC408／地理学概説 ２ 

(Introduction to Geography and Cultural Anthropology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代の空間評価の作法 

担当者名 

（Instructor） 
森 雅文(MORI MASAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「世界」の把握を目指して創られた地理学と文化人類学のまなざしを、時代を支えた思考や技術とともに捉えて、近現代の空間

評価の概念と技法について理解を深める。既存のまなざしに服従するのではなく、それを尊重しながらも乗り越える人文学的態

度を養う。 

 

You will learn the perspectives of geography and cultural anthropology that were created with the aim of grasping the "world", 

along with ideas and methods that supported the times. This will help you understand the concepts and techniques of modern 

spatial evaluation. Develop the humanistic attitude that you can overcome something while respecting it rather than resigning 

yourself to the current situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 空間や場所を分節して人間の諸活動と関係づける学問的営為を、科学史の潮流を踏まえながら解説する。前半は、地理的発

見に依拠した「地域」「文化」などの基本概念の成立や変遷を捉える。後半は、普遍化を求めた近現代の空間評価とこれを相対化

する理解を捉えて、存在やまなざしの様式と現在性を踏まえながら対象に迫る態度を考える。 

 

I will explain the academic activities that articulate spaces and places and relate them to human activities, based on the trends 

in the history of science. In the first half of the lecture, I will focus on the formation and change of basic concepts such as 

"region" and "culture" that rely on geographical discovery. In the latter half, you will learn modern and contemporary spatial 

evaluations seeking universalization, and the understanding of relativizing them. Finally, we will consider the attitudes toward 

objects, taking into account the style and presentness of existence and perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義のねらい 

2. 地図と世界観（コスモロジー） 

3. 地理の黎明１：諸概念の形成（自然・地域・景観） 

4. 地理の黎明２：諸概念の形成（文化・社会・民族） 

5. 多様性の捉え方１：通時的理解を焦点に 

6. 多様性の捉え方２：共時的理解を焦点に 

7. インタールード：世界へのまなざし 

8. 近代の技法１：個人と空間・主体の創設 

9. 近代の技法２：風景と人間・客体の創設 

10. 空間と構造１：計量主義と空間の統御 

11. 空間と構造２：エスノサイエンスと近代の相克 

12. グローバリズムと感性の地平 

13. インタールード：空間と存在の現在 

14. まとめ：質疑と応答 

 

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

 「学び」は他人が課す作業ではありません。講義内容の理解のために、自らの不足を補うことを自覚して復習に努めて下さい。

そこで生じた新たな疑問や関心についての研鑽があれば、それは発展的な学習になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート〈授業前半分のレポート〉(40%)/最終レポート〈授業後半分のレポート〉(40%)/２回のレポートに付随する課題(10%)/オ

ンライン授業時の小課題・コメント・質疑応答の内容・発展的学習の成果など(10%) 

質疑応答や任意の提出物（コメントペーパー・発展的学習の成果など）は、その内容を吟味して加算点として考慮する。 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (中間テスト 〈授業前半分のテスト〉 40%,最終テスト 〈授業後半分のテスト〉 40%,２つのテ

スト 〈中間・最終〉 に付随する課題 15%,質疑応答や任意の提出物（コメントペーパー・発展的学習の成果など）は内容を吟味し

て加算点として考慮する 5%) 
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テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

シラバスを熟読の上で履修してください。 

オンライン授業は、Zoomによるリアルタイム配信を基本に運営する（授業後１週間は録画を公開するので、その視聴でもかまわ

ない）。授業の連絡、資料やコメントペーパーの配信は Blackboard を利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC409／地誌学 １ 

(Regional Geography 1) 

担当者名 

（Instructor） 
三原 昌巳(MIHARA ATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、具体的な事例に基づいて地域と生活の密接な関係を理解できるようになることを目標とする。 

 

This subject aims to enable students to understand the close relationship between local regions and lifestyles, based on specific 

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、自然環境と人文事象が関わって形成された地域の記述を考察する。まず、地誌学における重要な概念や地域の分析

方法を講義する。次に、日本（主に関東地方・東北地方）の各地域を事例として、その地域を象徴するテーマを取り上げて解説す

る。 

 

This class will consider descriptions of the areas formed through the relationship between the natural environment and human 

phenomena. First, the course will hold lectures on methods of analyzing important concepts and regions in regional geography. 

Next, using regions in Japan (mainly in the Kanto Tohoku regions) as examples, the course will take up and describe themes 

that symbolize the regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：地誌学とは何か、地誌学の研究方法 

2. 地域の概念、地域区分 

3. 日本列島の位置と領域 

4. 日本の地誌（１）：農業と地域文化 

5. 日本の地誌（２）：社会と人口構造の変化 

6. 日本の地誌（３）：産業地域の形成とその集積 

7. 日本の地誌（４）：交通体系の変化と地域の変容 

8. 日本の地誌（５）：都市化 

9. 日本の地誌（６）：都市の変容 

10. 日本の地誌（７）：観光とグローバル化 

11. 日本の地誌（８）：生活・文化 

12. 日本の地誌（９）：自然環境と災害 

13. 日本の地誌（10）：自然環境の変化 

14. まとめと再考、授業全体に対するフィードバック 

 

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

予習として、授業で扱う地域を地図帳やインターネットで確認し、基本的な位置関係や地名を確認しておくこと。また復習として、

講義で学んだ地域について関心を持ち、その地域の出来事について新聞や本などで情報を収集すること。参考文献のほか、授

業時間内にも様々な文献を紹介するので、授業で関心を抱いた内容について文献を積極的に読み、自分なりの意見をまとめるこ

と。配布資料を読み直し、不明な点を自分で調べること。興味を持った地域に出かけ、自分で観察することも大いに勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題(20%)/中間レポート(20%) 

動画を視聴し期日までの課題の提出をもって、出席とみなす。期日を過ぎた課題の提出を認めるが、評価は 1/2 とする。3 分の 

2 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可である。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class 

Points)40% (最終レポート(Final Report)20%,コメントペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 上野和彦・元木弘悌・立川和平編、2017、『日本をまなぶ 東日本編（東京学芸大学地理学会シリーズⅡ 2） 』、古今書院 
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(ISBN:9784772253017) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、資料を適宜配布する。配布資料は各自保管し、授業内容の理解に役立ててください。履

修者の理解度や興味に応じて、授業の進度や順序を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 436 - 

■AC410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC410／地誌学 ２ 

(Regional Geography 2) 

担当者名 

（Instructor） 
三原 昌巳(MIHARA ATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、具体的な事例に基づいて地域と生活の密接な関係を理解できるようになることを目標とする。 

 

This subject aims to enable students to understand the close relationship between local regions and lifestyles, based on specific 

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、世界各地の環境や生活を紹介し、自然環境と人文事象の要素を考察する。まず、世界の地域構造を概説し、次にアジ

アからヨーロッパにかけての各地域を事例として、その地域を象徴するテーマを取り上げて解説する。 

 

This class will introduce the environment and lifestyles in regions around the world, and consider the elements of the natural 

environment and human phenomena. First, it will provide an overview of the regional structure of the world, and then, using 

regions from Asia to Europe as examples, will take up and describe themes that symbolize the regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：地誌学とは何か、地誌学の研究方法 

2. 世界を理解するためのアプローチ 

3. 世界の地域区分 

4. ユーラシア大陸の位置づけ 

5. ユーラシア大陸の自然環境 

6. ユーラシア大陸の国家とその特色 

7. アジアの地誌（１）：東アジアの経済と文化圏 

8. アジアの地誌（２）：東南アジアの生態 

9. アジアの地誌（３）：南アジアの産業 

10. アジアの地誌（４）西アジアの宗教 

11. ヨーロッパの地誌（１）：自然環境と文化 

12. ヨーロッパの地誌（２）： EU の変遷 

13. ヨーロッパの地誌（３）：東ヨーロッパの変容 

14. まとめと再考、授業全体に対するフィードバック 

 

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

予習として、授業で扱う地域を地図帳やインターネットで確認し、基本的な位置関係や地名を確認しておくこと。また復習として、

講義で学んだ地域について関心を持ち、その地域の出来事について新聞や本などで情報を収集すること。参考文献のほか、授

業時間内にも様々な文献を紹介するので、授業で関心を抱いた内容について文献を積極的に読み、自分なりの意見をまとめるこ

と。配布資料を読み直し、不明な点を自分で調べること。興味を持った地域に出かけ、自分で観察することも大いに勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎授業時の課題(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (最終レポート(Final Report)20%,コメントペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 加賀美雅弘・川手圭一・久邇良子、2010、『ヨーロッパ学への招待ー地理・歴史・政治からみたヨーロッパ』、学文社 

(ISBN:978-4-7620-2410-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、資料を適宜配布する。配布資料は各自保管し、授業内容の理解に役立ててください。履



 - 437 - 

修者の理解度や興味に応じて、授業の進度や順序を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

・歴史上の資料や記録を読み解いていくことで、情報に対するリテラシーを身につける。 

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在は過去の積み重ねの上にあり、歴史を知ることは現代の世界のなりたちを知る上で極めて重要である。本科目では、古代か

ら現代に至る世界の歴史を扱うため、細かい知識の修得を目的とするものではない。むしろ、歴史の全体像を俯瞰することによっ

て、歴史的なものの見方を学び、現代の世界に対する多様な理解をできるようにしていきたい。学期中、数回ミニレポートを課す。 

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

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

教科書の該当箇所を予め読んでくること。また、各回の講義の後、教科書に記された「まとめの課題」に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ミニ・レポート（3 回程度実施）(40%)/授業時の課題(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (ミニレポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大阪大学歴史教育研究会編、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594690) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 

2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で、必要に応じて映像資料を活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本前近代（原始古代～近世）における政治と社会 

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In the learning outline for the history of Japan (pre-modern history), we will gain  basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

原始古代から近世まで歴史の流れを追いながら時代のとらえ方や重要事項、研究動向などを解説、紹介していく。史料の調べ

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era. We will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters and research trends. As necessary we will aiso look at ways to examine 

historical sources, or to search for literature. This will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

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

講義前に高校で学んだ「日本史」の内容を復習し、授業後には日本史に関する概説書や授業中紹介する参考文献などを読むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/課題(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)75%, 平常点(In-class Points)25% (毎回のリアクションペーパー15%,授業内に指示した提出物

10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮原武夫・山田邦明・深谷克己、2012、『日本社会の歴史 上』、大月書店 

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC503／社会学 

(Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会」はどのようにして成り立っているのか？ この問題に対して、社会学の基本的な考え方を学び、その特徴を理解する。本

講義の目標は、現代社会に対する社会学的アプローチの習得である。 

 

How is "society" established? To solve this problem, students are expected to learn the basic concepts of sociology and 

understand its characteristics. The goal of this course is to acquire a sociological approach to modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会」の成り立ちについて、社会学の古典から検討を始める。その後は各キーワードを手掛かりにして現代社会を読み解き、社

会学の視点を学ぶ。 

 

This course begins to examine the formation of "society" from the sociological classics. After that, using each keyword as a 

clue, students are expected to interpret modern society and learn the viewpoint of sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会の成り立ちを考える：マックス・ウェーバー 

3. 社会の成り立ちを考える：エミール・デュルケム 

4. 社会の成り立ちを考える：ゲオルグ・ジンメル 

5. 近代社会とグローバリゼーション 

6. 交換経済から消費社会へ 

7. アイデンティティとは何か 

8. 社会的相互作用から日常を捉え直す 

9. 文化と階級の再生産 

10. 都市と公共性の発展 

11. 観光とオーセンティシティ 

12. メディアが形作る流行 

13. ステレオタイプとナショナリズム 

14. 宗教と世俗社会 

 

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

配布資料に基づく予復習が求められる。また、社会学の理論や概念を実生活に落とし込むために、ニュース等から時事問題を幅

広く習得すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とリアクションペーパー(30%)/授業内外の課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で用いる資料は Blackboardを用いて配信する。また、授業内で適宜文献を紹介するので参照されたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2019、『社会学（新版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641053892) 

2. 友枝敏雄・浜日出夫・山田真茂留、2018、『社会学の力―最重要概念・命題集』、有斐閣 (ISBN:978-4641174306) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC505／法律学 

(Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律学の基礎的な概念を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA 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） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学の基礎的な考え方および知識の獲得を目指します。 

 

This course aims to help students acquire a basic legal approach and fundamental knowledge of the law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では法律学の基本点な概念をできるだけ分かりやすく説明していきます。現代社会において個人は、法の規律の下で自

由に活動しています。これらの法は個人を公正にそして平等に扱い、個人の権利が侵害されたときには必ず救済してくれるので

す。受講生はこうした法の機能を学び、そして法制度の基底にある主要な原則を理解していきます。 

講義では、法の諸原則および法の機能、法の主要な分類、権利義務関係、判例、そして裁判制度とその理念について説明してい

きます。最後に立憲主義を取り上げます。 

 

This course addresses fundamental concepts of law, to be explained as plainly and simply as possible. In modern society, 

individuals act freely under the legal rules. These rules treat them fairly and equally, and if someone's rights are violated, the 

rules are sure to remedy those rights. Students learn functions of these rules and understand main principles that underlie legal 

arrangements. 

Course lectures explain main legal principles and functions, major divisions within the law, the relationship of rights and duties, 

judicial precedents, and the judicial system and its ideals. Finally, the course covers constitutionalism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業テーマの説明、授業の進め方、成績評価、参考文献の紹介等）、 

2. 法の静態１（近代市民法の諸原則） 

3. 法の静態２（法の社会的機能） 

4. 法の静態３（公法と私法、民事法と刑事法、実体法と手続法） 

5. 法の静態４（権利と義務） 

6. 法の動態１（法の形成１：制定法） 

7. 法の動態２（法の形成２：判例法） 

8. 法の動態３（法の実現１：裁判制度） 

9. 法の動態４（法の実現２：裁判手続１） 

10. 法の動態５（法の実現３：裁判手続２） 

11. 裁判に対する期待と現実 

12. 立憲主義１ 

13. 立憲主義２ 

14. 現代社会と法（まとめ） 

 

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

原則として、事前に配布する資料については次回までに必ず読んできてください。その他授業時間外の学習に関する指示は、必

要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/課題レポート(30%) 

課題レポートは授業中に課す A4 一枚程度の課題であり、翌週までに提出するもの。複数回予定している。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (課題レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しません。講義レジュメ及び資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 星野英一、2005、『民法のすすめ』、岩波書店 (ISBN:4-00-430536-5) 

2. 田中成明、2014、『現代裁判を考える』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12575-9) 

3. 団藤重光、2007、『法学の基礎  〔第２版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12519-3) 

その他の参考文献は授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

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

 

 

  



 - 456 - 

■AC786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC790 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC791 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC792 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC793 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC794 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC795 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC796 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC797 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC798 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ａ 

(Introductory Seminars J1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
佐古 仁志(SAKO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

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

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。欠席 3 回で履修放棄として扱われる。遅刻は 2 回で 1回の欠席としてカウントされる。 
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テキスト（Textbooks） 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 484 - 

■AE012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｂ 

(Introductory Seminars J1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

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

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。欠席 3 回で履修放棄として扱われる。遅刻は 2 回で 1回の欠席としてカウントされる。 

 



 - 485 - 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｃ 

(Introductory Seminars J1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

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

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。欠席 3 回で履修放棄として扱われる。遅刻は 2 回で 1回の欠席としてカウントされる。 
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テキスト（Textbooks） 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｄ 

(Introductory Seminars J1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
大倉 茂(OKURA SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

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

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。欠席 3 回で履修放棄として扱われる。遅刻は 2 回で 1回の欠席としてカウントされる。 
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テキスト（Textbooks） 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ａ 

(Introductory Seminars J2a) 

担当者名 

（Instructor） 
小草 泰(OGUSA YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

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

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｂ 

(Introductory Seminars J2b) 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 由美(KOTANI YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

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

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 494 - 

■AE023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｃ 

(Introductory Seminars J2c) 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

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

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｄ 

(Introductory Seminars J2d) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

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

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育学 

(Pedagogy) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育の基本的概念は何か、また、教育の理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れ

てきたかについて学ぶ。これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかを理解することで、これからの

教育のありようを考えたい。 

 

Students will learn about the fundamental concepts of education and about what constitutes an educational philosophy. 

Students will also learn about how these concepts and philosophies of education have appeared in educational history and 

thoughts. The class aims to help students consider the future of education based on an understanding of how education and 

schooling have been conceived and changed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）教育（学）の基本的な概念を理解し、近代教育がいかに成立したのかを、日本と諸外国を比較しながら学ぶ。（2）欧米の近代

教育思想を学ぶ。（3）現代の教育問題とこれまで学んできた理念や思想を接続し、現代社会における教育課題を歴史的な視点

から考える。 

 

(1) Students will understand the basic concepts of education (and pedagogy), and learn how modern education systems were 

established while comparing Japan with other countries. (2) Students will learn about modern educational thought in Western 

countries. (3) Students will connect issues in contemporary education to philosophies and thought they have learned up until 

now, and think about educational issues in contemporary society from a historical perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「勉強する」、「学習する」ことと「研究する」ことの違いはどこにあるのか 

2. 「異文化」として過去の「教育」をみる：教育の思想や歴史を研究するための方法論 

3. 近代教育はいかに成立したか 

4. 日本の近代教育の成立 

5. 「教科書」とは何か 

6. 欧米の近代教育思想（1）前近代の思想 

7. 欧米の近代教育思想（2）コメニウス 

8. 欧米の近代教育思想（3）ルソー 

9. 欧米の近代教育思想（4）デューイと新教育  

10. 教育思想と教育実践のつながりを考える 

11. 教育学の重要概念について 

12. 現代社会における教育課題（1）メディアの発達に伴う学習の変容 

13. 現代社会における教育課題（2）人工知能の発達と教育 

14. 現代社会における教育課題（3）震災と教育 

 

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

授業時に配付する資料を次回までに読み、自分の考えを表明したり、与えられた課題に回答できるように準備することが求めら

れる。詳しくは初回の授業で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中に提示する課題の提出(20%)/リアクションペーパーの提出(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 今井康雄編、2009 年、『教育思想史』、有斐閣 (ISBN:9784641123847) 

2. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 
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3. 眞壁宏幹編、2016、『西洋教育思想史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766423273) 

その他の参考文献については、授業時に提示します。できるだけ多くの文献に眼を通し、比較の視点を養ってください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育心理学 １ 

(Psychology in Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教職のための発達と学習の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達状況における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる考え方を理解する。 

 

Students will learn about the development and learning processes of infants, pupils, and students.They will understand the 

relevant psychological characteristics, and learn how to support development and learning focused on children of school age. 

 

授業の内容（Course Contents） 

子ども理解に必要とされる心理学的知識を学び、子どもたちの発達を支援する教育のあり方について検討する。子どもの学習と

発達を支援する上で教育に求められるものが何であるのか、教育職員に求められる基本的な認識を身につける。受講生の自ら

の学校教育経験を通して培われた常識的教育観を問い直すことで、子どもとその指導者の役割について理解を深める。 

 

Students will acquire the necessary psychological knowledge for understanding children and examine educational methods for 

supporting children’s development. Students will become knowledgeable of what is needed in education to support children’s 

learning and development, and develop the basic awareness necessary for teachers. Students will reconsider the common sense 

they have developed through their own school education experiences and gain a deeper understanding of children and the role 

of the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 幼児、児童及び生徒のための教育心理学に求められるもの 

2. 幼児、児童及び生徒の心身の発達の基礎理論 

3. 幼児、児童及び生徒における発達と教育の相互作用について 

4. 幼児、児童及び生徒の発達に対する内的要因と外的要因の相互作用について 

5. 教育における発達理解の意義 

6. 乳幼児期、児童期、青年期の運動発達・言語発達・認知発達・社会性等の発達の特徴 

7. 幼児、児童及び生徒のための学習の基礎理論 

8. 幼児、児童及び生徒のための学習の基礎理論 

9. 幼児、児童及び生徒における主体的学習と動機付け 

10. 幼児、児童及び生徒における主体的学習を支える集団づくり 

11. 幼児、児童及び生徒における主体的学習と学習評価 

12. 幼児、児童及び生徒における主体的学習を支える学習指導 

13. 幼児、児童及び生徒の指導者にとっての発達と学習の課題 

14. 試験 

 

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

授業内、あるいは Blackboard上で参考資料が紹介されることがある。これらはもちろんのこと、授業内容に関連する文献を自分

で調べることが望まれる。講義内容について他の履修者と議論を深めるとよいだろう。講義内で議論される事例は拙著に詳述さ

れていることが多い。特に拙著「子どもたちは教室で何を学ぶのか」（東京大学出版会）を読んでおくと理解が深まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業で指示した課題の提出(40%) 

なお、複数回出される小課題を Blackboard に提出しない場合には成績評価の対象とはしない。 

すべての課題を提出しない場合には,履修放棄とみなし,単位修得不可。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

2. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■AE093 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育社会学 １ 

(Sociology in Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の学校教育に関する社会的、制度的事柄の基礎と現代的課題について、社会学的観点から理解できるようになることをめ

ざす 

 

Students will aim to be able to understand the social and systematic basics of contemporary education and contemporary 

issues from a sociological perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）西欧と日本における近代公教育制度の成立過程を概説し、近代化論、学校論、子ども論について基礎的な考え方を理解でき

るようにし、２）教育制度と現代社会との関係について多様な問題状況をふまえ、教育と不平等論、学歴社会論などの現代的課

題に向き合う社会学的な視点の有効性を論じる。 

 

1) Students will learn how the modern education systems in Japan and Western countries have been developed, and be able to 

understand ways of thinking about theories of modernization, schools and children. 2) Based on the diverse issues about the 

relation between education systems and contemporary society, students will discuss the effectiveness of considering 

sociological perspectives on education and inequality, and education-conscious societies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育社会学とは何か－教育学と教育科学 

2. 近代公教育の成立－産業革命時代におけるベル・ランカスター法の成立 

3. 近代公教育の成立－英仏における義務教育制度成立の背景 

4. 近代学校論－フーコー「監獄の誕生」を中心として 

5. 近代子ども論－アリエス「子どもの誕生」を中心として 

6. 近代日本における義務教育制度の成立－身体の近代化 

7. 近代日本における義務教育制度の成立－学校化社会の成立 

8. 教育と不平等－構造の平等と配分の平等、機会の平等と結果の平等 

9. 1960 年代アメリカにおける教育制度改革 

10. 現代日本における教育問題－現場の最前線から 

11. 現代日本における教育問題－文化的再生産論の視点から 

12. 現代日本における教育問題－教育機会と経済問題・地域問題の視点から 

13. 現代日本における教育問題－学校安全と学校・地域・家庭の連携の視点から 

14. 筆記試験 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/ブラックボード上で課された課題(50%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (リアクションペーパー50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はプリントで配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE094 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育史 １ 

(History of Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史の中から教育が見える 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の教育状況が、近代日本の歴史的な展開の上に成り立っていることを理解し、教育を歴史的に考える見方や方法を学習す

る 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育の歴史から教育原理を考えていきたい。 

政治や経済の影響を受けながら、教育は独自の領域を歴史に刻んでいる。近代社会における教育の役割と機能を明らかにしつ

つ，歴史的な方法によって戦後 75 年目を迎えた「教育の現在」を発見する試みを行っていく。 

そのためにも、教育理念と学校制度の展開のうえに教育改革を位置づけながら、「近代学校」の成立とその批判的展開、戦争と

教育とのありようについて、そこに内在する教育原理を意識しながら、受講者ととも考えていきたい。 

日本の近代教育の通史的な理解を深めるため、本講義では、以下のテーマを取り上げる予定でいる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 明治初年の教育―近代化への始動 

3. 教育理念の歴史（1）―画期としての教育勅語発布 

4. 教育理念の歴史（2）―国民統合と「知」の再配分 

5.  学校制度の歴史（1）―初代文部大臣・森有礼の役割 

6. 学校制度の歴史（2）―南北朝正閏問題の意味 

7. 近代学校の成立とその批判的展開（1）－大正自由教育 

8. 近代学校の成立とその批判的展開（2）－寺子屋への回帰 

9. 近代学校の成立とその批判的展開（3）－新教育実践の諸相 

10. 総力戦体制と教育（1）－鈴木源輔という教師の歩み 

11. 総力戦体制と教育（2）－国民学校の誕生と軍人援護教育 

12. 総力戦体制と教育（3）－学童疎開 

13. 敗戦と教育 ―戦争孤児の戦後史 

14. まとめと戦後教育への展望 

 

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

テキストでの予習および授業時に配布するプリントの復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業におけるリアクションペーパーの提出とその内容(100%) 

全回数のうち 2/3 のリアクションペーパーを提出していない場合は、単位習得不可)<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)90%, 

平常点(In-class Points)10% (リアクションペーパーの提出 10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 片桐芳雄・木村元編著、2017、『教育から見る日本の社会と歴史 第 2 版』、八千代出版 (ISBN:978-4-8429-1698-9) 

2. 平田諭治編著、2019、『日本教育史』、ミネルブァ書房 (ISBN:978-4-623-08451-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺崎昌男・前田一男編、1993、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅰ』、ぎょうせい (ISBN:4-324-03564-4) 

2. 寺崎昌男・前田一男編、1994、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅱ』、ぎょうせい (ISBN:4-324-03563-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育哲学 １ 

(Philosophy in Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育哲学の概論的な講義を行います。哲学と倫理学の基本概念を理解しながら、それと教育の問題とを関係させて、教育とは何

か、どうあるべきかについて考察を深めることを目的とします。 

 

This course provides a general outline of educational philosophy. While examining the basic concepts of philosophy and ethics, 

this course will connect these to issues in education to help students have a greater sense of what education is and how it 

should be implemented. 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学と倫理学の基礎概念と基礎理論について概説しながら、その考えを教育に応用して、「人間にとって根源的には教育とは何

か、どのような意味があるのか」という問いと「現代社会における政治・経済・市民生活の中で教育をどう位置づけるのか」という

問いについて考えてゆきます。講義とグループ・ディスカッション、クラス・ディスカッションを併用して進めていきます。これまでの

自分の常識を疑う態度を身につけてください。 

 

While introducing the basic concepts in philosophy and ethics, these thoughts will be applied to education. Students will 

consider questions such as “What about education is fundamental to people and what kind of meaning does it have?” Students 

will consider how education is positioned among politics, economics, and civic life in modern society. Class will involve lecture, 

small-group discussions, and larger class discussions. Students will be encouraged to develop a healthy skepticism toward what 

they have regarded as common sense until now. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講義の内容と進め方、評価の仕方） 

哲学とは何か？：科学とはどう違うのか？宗教とはどう違うのか？ 

2. 哲学と教育：教育に哲学はなぜ必要なのか？ 

3. 人生の目的とは何か？それに教育は必要か？：知、善、幸福、美、職業、福祉、シチズンシップ 

4. 教育の目的とは何か？：知識、職業、福祉、政治、どれに優先順位を置くべきか？ 

5. 知識とは何か？：真理、科学、技術、哲学 

6. 知識と教育：真理を教えられないとすれば、教育とは何をするものなのか？ 

7. 平等とは何か？：倫理学の基礎、現在の正義論、ケアとケイパビリティ、機会の平等と実質的平等 

8. 教育と平等：何を平等にすれば、教育は平等になるのか？ 

9. 権利とは何か？：人権とは何か？人権の歴史、近代国家と権利、国連人権宣言、子どもの権利 

10. 教育を受ける権利、教育による権利の侵害：子どもに実際には教育を受けることを強制しておきながら、それに失敗した場

合には誰が責任を取るのか？ 

11. 国家とは何か？：近代国家、契約説、共和主義と自由主義、多文化主義、リベラリズムとリバタリアニズム 

12. 国家は教育内容に関与してよいのか？：国家と親の権利、市場と教育、子どもの自律性 

13. 子どもの自由はどこまで認められるべきか？：自由とは何か？、権威主義とリベラリズム、シチズンシップ、教育の倫理 

14. まとめと全体のふりかえり 

 

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

ブラックボードを利用して資料を提示することがありますので、事前に読んでおくことが必要条件です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義内提出物（４回ないし５回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2011、『道徳を問いなおす』、筑摩書房 (ISBN:4480065954) 
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2. 河野哲也、2018、『自分で考え 自分で話せる：こどもを育てる哲学レッスン』、河出書房新社 (ISBN:9784309248691) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義と視聴覚教材を使い、ディスカッションと筆記など自分で考え、表現することを大切にします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１ 

(Seminars in Education J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育臨床社会学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育臨床社会学の基本的な考え方を身につけること 

（2）受講生同士の研究関心をシェアしながら深める 

 

(1) Students will learn the basic concept of clinical sociology of education. 

(2) Students will deepen their interest through sharing them with one another. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育臨床社会学は、教育の現場の問題に寄り添い、問題解決に資することをめざしアクチュアルに研究を進める領域であると同

時に、問題の構造、背景などについて冷静・客観的に分析し、問題の当事者目線を相対化する感覚も必要な領域である。相互行

為分析はその中心的役割を果たすもので、分析の立体化のために演劇的手法によるアクティビティも随時用いることにしたい。

春学期は社会学や教育哲学、応用演劇等の幅広い領域の理論及び方法に関する文献を読み進めつつ、受講生の個別具体的

な問題関心を耕し、相互に問題関心にコメントしあう作業を中心に議論を積み重ねていくことにしたい。 

 

Clinical sociology of education is a field of research that examines issues at places of education, aims to contribute to problem 

solving, and promotes practical research.At the same time, it is a field that carries out objective analysis of the structures and 

backgrounds, etc., of issues and requires an awareness of how these issues are relevant to stakeholders. Interaction analysis 

plays a central role in this field, and role-playing activities will be used when required. In the spring semester, while reading 

literature related to theories and methods related to a wide range of fields such as sociology, educational philosophy and applied 

drama, etc., students will cultivate individual interest in specific issues and debate these issues focusing on tasks where they 

exchange comments on these issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションおよび自己紹介＆個々の問題関心のシェア 

2. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

3. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

4. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

5. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

6. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

7. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

8. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

9. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

10. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

11. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

12. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

13. 研究テーマ設定に向けたブレスト（1） 

14. 研究テーマ設定に向けたブレスト（2） 

 

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

文献はあらかじめ読んでから演習に参加すること。演習ではディスカッションを大切にしたいと考えている。何らかの形でオンライ

ン上に意見交換できるコミュニティスペースを開設し予習・復習に役立ててもらえればと考えている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講生相互のコメント(25%)/文献講読に関わるディスカッション参加度(25%)/個別の研究関心の発表(25%)/ゼミ研究テーマに関わ

るディスカッション貢献度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献リストに掲げた文献を軸に、必要に応じて関連論文等を紹介する方式とする 
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参考文献（Readings） 

1. アウグスト・ボアール、1984、『被抑圧者の演劇』、晶文社 

2. 上田薫、1990、『人間のための教育』、国土社 

3. 串田秀也＆好井裕明、2010、『エスノメソドロジーを学ぶ人のために』、世界思想社 

4. パウロ・フレイレ、2018、『被抑圧者の教育学（50 周年記念版）』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）演習運営上の基本的なスタンスは「促し・励まし・見守り・支える」（教育学者・室 俊司氏のことば）。ポジティブなかかわり方を

参加受講生相互にもシェアしてもらえたらと考えている。 

（2）文献は社会学、教育哲学、応用演劇学等多岐にわたる。大きな問題意識を育てつつ、個別具体的な研究テーマに取り組んで

もらえたら幸いである。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ２ 

(Seminars in Education J2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育臨床社会学の展開 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）社会学的な相互行為データ分析を踏まえた共同発表ないしは共同制作を行う 

（2）卒業論文執筆も視野にいれつつ、ゼミ論文（12,000 字）を執筆する 

 

(1) Students will carry out group presentations or other collaborations based on sociological and interactive data. 

(2) Students will write a seminar thesis (12,000 characters) while also considering their upcoming graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期にシェアした基本的知識や互いの問題関心を踏まえ、共同研究（制作）を行うべく、個別の問題関心との往復作業を繰り

返しつつ成果発表に向けた作業を進めていく。受講生それぞれが、自分なりにゼミに貢献できることはなにかを見いだせるよう、

支援したい。なお成果発表の形式は個人発表としてはゼミ論文を宛て、共同発表としては応用演劇等の手法も視野にいれつつ、

参加受講生とともに可能性を探っていきたい。 

 

Based on basic knowledge shared in the spring semester and students’ interest in problems, students will work toward 

conducting joint research (collaboration), and presenting their results while repeatedly examining individual problems of interest. 

The class will support students as each of them finds his/her own way to contribute to the seminar. Also, for the format of the 

presentations on results, the seminar theses will be regarded as individual presentations, and the group presentations will give 

students an opportunity to explore possibilities by incorporating applied roleplaying activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個別課題のシェアおよび共同研究テーマをめぐるブレーンストーミング（1） 

2. 個別課題のシェアおよび共同研究テーマをめぐるブレーンストーミング（2） 

3. 研究発表の方法および研究の宛先をめぐるブレーンストーミング 

4. 個別発表（1） 

5. 個別発表（2） 

6. 個別発表（3） 

7. 個別発表（4） 

8. 個別発表（5） 

9. 個別発表（6） 

10. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 1） 

11. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 2） 

12. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 3） 

13. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 4） 

14. 成果発表の予定 

 

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

共同研究のためのグループワークが必須となる。自分なりに共同研究に貢献できることが何かを常に意識するべくリフレクション

を重ねていってほしい。授業時間外にも共同研究やゼミ論執筆のための面談指導等も予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/共同研究への貢献度(60%) 

各自 12000 字のゼミ論文をもって最終レポートとする 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて指示する 

 

参考文献（Readings） 
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研究の展開に応じて必要な文献をシェアしていく 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習運営上の基本的なスタンスは「促し・励まし・見守り・支える」（教育学者・室 俊司氏のことば）ポジティブなかかわり方を参加

受講生相互にもシェアしてもらえたらと考えている。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ３ 

(Seminars in Education J3) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①人間を成長させる（変えさせる）さまざまな営みに気づき、教育を広い視野からとらえ考えられるようになる。 

②調査や発表や議論に慣れ、その方法や仕方に習熟する。 

 

1) Students will consider the various ways that people are encouraged to grow, and look at education from a broad perspective. 

2) Students will become familiar with research, presentation and debate, and acquire proficiency in these methods and 

approaches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教育という言葉で思い浮かべる「教育＝学校教育（的なもの）」というイメージや固定観念を問い直し、社会のなかで学ぶ、社会

を通して学ぶという形で行われ成立している教育的営為について探究する。 

 文献を読み、それをもとにした報告と討議を行いながら、社会や人間について理解を深める作業を行う。また体験することと他

者の経験に学ぶことを重視するという観点から、各自の問題関心にそった簡単なスピーチとそれをめぐる意見交換を毎回取り入

れる。 

 

 Students will reconsider the fixed notion that “education means school education”, and will study the educational activity that 

is practiced and established by learning in a societal context and learning via society. 

 Students will deepen their understanding of people and society through reading literature, making reports and discussion. And, 

from the perspective of learning through own experiences and other people’s, each student will give a simple speech on an 

issue of interest. Students will also exchange opinions on the topic each time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献の講読および報告と討議 

3. 文献の講読および報告と討議 

4. 文献の講読および報告と討議 

5. 文献の講読および報告と討議 

6. 文献の講読および報告と討議 

7. 文献の講読および報告と討議 

8. 文献の講読および報告と討議 

9. 文献の講読および報告と討議 

10. 文献の講読および報告と討議 

11. 文献の講読および報告と討議 

12. 文献の講読および報告と討議 

13. 各自の関心のある研究テーマと構想の発表と討論 

14. まとめ 

 

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

 文献は必ず読み、それについての自分の考えをもって授業に臨むこと。担当にあたった者は、十分な準備をしたうえで報告し、

討議の論点を提示できるよう用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での報告(30%)/討議への取組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 丸山英樹・太田美幸編、2013、『ノンフォーマル教育の可能性ーリアルな生活に根ざす教育へー』、新評論 (ISBN:978-4-
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7948-0960-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ４ 

(Seminars in Education J4) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 研究し論文にまとめるための方法に習熟し問題意識を磨く。期末にゼミ論文（12,000 字）を提出する。 

 

 Students will master methods of organizing the research into a paper, and raise their awareness of issues. Students will turn in 

a seminar theses (12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教育という言葉で思い浮かべる「教育＝学校教育（的なもの）」というイメージや固定観念を問い直し、社会のなかで学ぶ、社会

を通して学ぶという形で行われ成立している教育的営為について探究する。 

 各自の研究報告を中心に進める。研究テーマを絞り、十分な調査や考察のもとに研究報告を行う。それぞれの報告について議

論を交わし、報告者に適切な助言やヒントを提供する。 

 

Students will reconsider the fixed notion that “education means school education”, and will study the educational activity that is 

practiced and established by learning in a societal context and learning via society. 

Classes will progress mainly on each student’s presentation on their research. Students will narrow down the subject of their 

research and write a report based on sufficient survey and discussion. Students will have discussions regarding their respective 

reports, and provide appropriate advice and hints to each other. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と討論 

3. 文献講読と討論 

4. 個人研究発表 

5. 個人研究発表 

6. 個人研究発表 

7. 個人研究発表 

8. 個人研究発表 

9. 個人研究発表 

10. 個人研究発表 

11. 個人研究発表 

12. 個人研究発表 

13. 個人研究発表 

14. ゼミ論文の執筆について 

 

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

 研究発表のために授業時間外の調査や学習は不可欠である。労力を惜しまず努めること。ゼミ論文の執筆については個別の

面談に応じるので、積極的に利用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/研究発表(30%)/議論への取組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ５ 

(Seminars in Education J5) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学は，多様な国・地域の教育を比較し関係を考察することを通じて教育について究明し普遍的な示唆を得ることを目指

している。そうした研究分野の近年の研究書のなかから，今年度は，なるべく広範な国や地域にまたがる内容の文献にふれた

い。 

 

In comparative education, students will investigate education by comparing education in various countries and regions and 

examining how they relate to one another. Students should gain a sense of the universal aspects of education. In this academic 

year, students will become familiar with current literature from a wide range of countries and regions taken from the recent 

research texts available in that field of research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当者は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。こ

の報告をもとに，全員で内容を確認していく。履修者数によって，毎週の担当を一人ずつとするか，班ごととするかが決まる。精読

を優先し、ディスカッションは文献理解を助ける手段と考えている。 

最初の文献は，Jeremy Rappleye 著, Exploring cross‐national attraction in education : some historical comparisons of 

American and Chinese attraction to Japanese education（Oxford）を予定している。アメリカ，中国，日本に異なる仕方で焦点をあ
てているこの文献を入口として，教育という営みへの普遍的な示唆や，日本の教育や社会の理解へと発展させたいと考えてい

る。文献講読という地道な作業を，グローバルな関心をもって進めていきたい。 

 

Students will have literature readings in seminar. 

The discussion leader for each class meeting will, along with summarizing concepts from the literature, carry out a development 

survey in advance based on the contents of the reading, and report the results during class hours. All class members will 

confirm their understanding of the contents based on the report. The number of the students each week will determine whether 

the reporting will be done by a discussion leader or by each group. The class prioritizes intensive reading. Discussions are 

considered as a method for better understanding of the literature. 

The first reading planned for the class will be Jeremy Rappleye’s Exploring cross‐national attraction in education: some 

historical comparisons of American and Chinese attraction to Japanese education (Oxford). With this literature focusing on 

different approaches in mainly the United States, China, and Japan as an introduction, students will get deeper understanding of 

the idea of education as universal, as well as Japanese education and society. Students will continue the literature readings 

with a sense of interest in the world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読１ 

3. 文献講読２ 

4. 文献講読３ 

5. 文献講読４ 

6. 文献講読５ 

7. 文献講読６ 

8. 文献講読７ 

9. 文献講読８ 

10. 文献講読９ 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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全員が毎回テキストの輪読予定個所を読み込むんでくることを前提とする。毎週そのために各自が一定時間をさくことが求めら

れる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当時の準備と報告に対する評価(30%)/担当時以外の授業への参加(30%)/中間および最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jeremy Rappleye、2007、『Exploring cross‐national attraction in education』、Symposium Books (ISBN:978-1-873927-16-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ６ 

(Seminars in Education J6) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学は，多様な国・地域の教育を比較し関係を考察することを通じて教育について究明し普遍的な示唆を得ることを目指

している。そうした研究分野の近年の研究書のなかから，後期は東南アジアを対象に，なるべく広範な国や地域にまたがる内容

の文献にふれたい。期末にレポート（12,000 字）を提出する。 

 

In comparative education, students will investigate education by comparing education in various countries and regions and 

examining how they relate to one another. Students should gain a sense of the universal aspects of education. During the 

second half of the class, students will become familiar with the current literature applicable to Southeast Asia, taken from 

recent research texts in that research field. Students will turn in a report (12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当者は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。こ

の報告をもとに，全員で内容を確認していく。履修者数によって，毎週の担当を一人ずつとするか，班ごととするかが決まる。精読

を優先し，ディスカッションは文献理解を助ける手段と考えている。 

履修者の関心や背景を生かせるよう柔軟に対応したいが，最初の文献としてベネディクト・アンダーソン著『三つの旗のもとに』

（NTT出版）をまず考えている。時間の許す範囲で，さらに追加したい。前期と同様，入門書・概説書ではなく，手応えのある研究

書・論文を共同で読むことを演習の主眼とする。文献講読という地道な作業を，グローバルな関心をもって進めていきたい。 

 

Students will have literature readings in seminar. 

The discussion leader for each class meeting will, along with summarizing concepts from the literature, carry out a development 

survey in advance based on the contents of the reading, and report the results during class hours. All class members will 

confirm their understanding of the contents based on the report. The number of the students each week will determine whether 

the reporting will be done by a discussion leader or by each group. The class prioritizes intensive reading. Discussions are 

considered as a method for better understanding of the literature. 

The class will be taught with a sense of flexibility to make use of students’ interest and backgrounds. The first reading will be 

Benedict Anderson’s “Under Three Flags” (NTT press). More readings will be added as the time allows. Just as in the first term, 

students will mainly learn by reading research papers and theses together, rather than writings for introductions or overviews. 

Students will continue the literature readings with a sense of interest in the world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読１ 

3. 文献講読２ 

4. 文献講読３ 

5. 文献講読４ 

6. 文献講読５ 

7. 文献講読６ 

8. 文献講読７ 

9. 文献講読８ 

10. 文献講読９ 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 総括 

 

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

全員が毎回テキストの輪読予定個所を読み込むんでくることを前提とする。毎週そのために各自が一定時間をさくことが求めら

れる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当時の準備と報告に対する評価(30%)/担当時以外の授業への参加(30%)/中間および最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ９ 

(Seminars in Education J9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後教育史に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後も 70 年以上過ぎた日本の戦後教育史。政治・経済・文化の大きな変化のなかで、教師や学校がそれぞれ課題を抱えた時

代にどんな「挑戦」をしてきたのかを明らかにしていきたい。 

 

Japan’s post-war educational history over 70 years after the war. Students should be able to understand how teachers and 

schools had been taking on the challenges they faced amid the substantial changes of politics, economies, and culture in each 

time surrounded by their issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後直後から今日に至るまで、戦後直後の価値転換期、日本人の生活様式・発想様式を根本から変革した高度経済成長期、そ

して新自由主義と新保守主義により進行している現在の教育改革に焦点をあてながら、「戦後」という時代を考えていく。 

その際、通史的な理解と同時に、学力問題や「ゆとり」、あるいは教育格差など現代につながる問題についても、その背景やマス

コミ報道の影響などを踏まえて、問題の本質に迫っていく。その作業を通して、教育および人間についての広い視野を獲得し、鋭

い批判力としなやかな思考力とを身につけていきたい。 

自由な雰囲気で闊達な学習集団を創ることで、また相互理解を深めた生活集団として成長することで、ゼミのテーマを深めていき

たい。 

 

While studying the period from just after the war up until today, students will think about the postwar period during the 

immediate-post-war value turning point, the period of extraordinary economic growth that fundamentally revolutionized 

Japanese lifestyles and ways of thinking, and the present educational revolution based on democracy and new conservatism. 

At that time, while also gaining an overall understanding, students will consider specific modern issues such as learning ability 

issues, “yutori” or education gaps, and consider the fundamental nature of these issues based on background information and 

the influence of mass media broadcasts, etc. Through these tasks, students should acquire a broad perspective regarding 

education and people, and be able to develop sharp critical skills and ability to think critically. 

By creating learning groups with a relaxed atmosphere of freethinking or developing lifestyle groups with deeper mutual 

understanding, students will deepen their knowledge of the seminar topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・自己紹介 

2. 文献についての解説および役割分担 

3. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 1 

4. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 2 

5. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 3 

6. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 4 

7. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 5 

8. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 6 

9. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 7 

10. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 8 

11. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 9 

12. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 10 

13. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 11 

14. まとめと今後の課題―夏合宿に向けて― 

 

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

グループ発表になる場合は、サブゼミを開催する。 

文献テキストの事前学習は必須。 

毎回の授業のリアクションペーパーも必須。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/出席および質問や討論への積極的参加(30%)/個別発表の準備と内容(30%)/授業についてのリ

アクションぺーパーの提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 片桐芳雄・木村元編、2017、『教育から見る日本の社会と歴史』、八千代出版 (ISBN:978-4-8429-1698-9) 

2. 平田諭治編著、2019、『日本教育史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08451-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺崎昌男・前田一男編、1994、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅱ』、ぎょうせい 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１０ 

(Seminars in Education J10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後教育史に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期の「戦後教育史に学ぶ」をさらに深める。 

 

Japanese post-war educational history over 70 years after the war (the same as the spring semester). 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の文献購読やグループ発表の学習の中から、自分なりのテーマを導き出し、そのテーマを深めながら、個人あるいはグル

ープによる発表形式の授業を重ねていく。 

発表については、事前に発表計画を担当教員に相談しつつ、文献検索の方法、資料収集やインタビュー調査の実施、レジュメ作

成の方法、それに基づくゼミでのプレゼンテーションの仕方、批判的コメントの作成など、多方面な訓練を心がけたい。 

グループ発表に際しては、本発表に至るサブゼミでの活動が期待される。それぞれのテーマを深めるうえで必要な学術論文に多

く接し、精読できるようにしたい。特に当時の第１次資料やデータ収集のリファレンスワークの習熟もはかりたい。 

各自の発表を文章化したゼミ論文集の作成を、最終的な目標とする。 

引き続き自由な雰囲気で、闊達な学習集団を創ることで、また相互理解を深めた生活集団として成長することで、ゼミのテーマを

深めていきたい。 

 

Students will delve more deeply into a topic that suits them from the spring semester literature readings and group 

presentations. While going deeper into that topic, students will also have classes in individual or group presentation style. 

For the presentations, while consulting with the teacher in advance about their presentation plan, students will work on a 

variety of skill development tasks such as research gathering, interview conducting and resume writing, and based on them, 

further develop their presentation styles in the seminar and their skill to write critical comments, etc. 

During group presentations, students are expected to do activities for a sub-seminar by the time of their presentation. To delve 

deeper into their topic, students will read a lot of necessary academic papers and be able to do intensive reading. Students 

should master the reference work such as collecting original sources and data. 

The final goal is to take each presentation and make it into a text, then make those texts into a collection of seminar papers. 

Similarly as the spring term, by creating learning groups with a relaxed atmosphere of freethinking or developing lifestyle groups 

with deeper mutual understanding, students will deepen their knowledge of the seminar topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究課題についての解説および役割分担 

3. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 1 

4. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 2 

5. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 3 

6. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 4 

7. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 5 

8. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 6 

9. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 7 

10. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 8 

11. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 9 

12. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 10 

13. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 11 

14. ゼミ論作成についてのガイダンスとまとめ 

 

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

グループ発表になる場合は、サブゼミを開催する。 

発表課題についての事前学習は必須 

毎回の授業の感想コメントも必須。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および質問や討論、リアクションペーパーの提出などの授業への積極的な参加(70%)/ゼミ論文の内容（12,000 字以上）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度、授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

その都度、授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１１ 

(Seminars in Education J11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミは、教育哲学をテーマとして、①体験を広げる、②対話する力、コミュニケーションする力を養う、③自分自身で考えられ

るようになることを目標とします。 

 

This seminar has the following target themes of educational philosophy (1) to broaden experiences (2) to foster discussion and 

communication skills (3) to gain skills to have own thoughts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、以下のテーマについて、学生の発表を中心に進めます。（１）哲学と教育、（２）特別支援教育、（３）道徳と教育。ゼミ

は、グループに分けて発表をして、対話することを中心にして進めます。前半では、現代倫理テキスト（ジェームズ・レイチェルズ

『現実をみつめる道徳哲学：安楽死からフェミニズムまで』）を講読して、ディスカッションします。学生が中心になって、テキストの

要約、問題提起、ディスカッションを行います。後半は自分のテーマに関する発表を行います。 

 

In this class, students will give presentations focusing on the following topics. (1) philosophy and education, (2) special needs 

education, (3) morality and education. For the seminar, the class will mainly focus on students’ small-group presentations and 

dialogues. In the first half of the course, students will read and discuss a modern ethics text (James Rachels’ “The Elements of 

Moral Philosophy”). The class is student-centered and involves text summaries, issue presentations, and discussions. In the 

second half of the class, students will give presentations based on his/her own topic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方、発表とレジュメの作り方、ディスカッションの方法 

2. 学生発表・ディスカッション①：レイチェルズ１～２章 

3. 学生発表・ディスカッション②：レイチェルズ３～４章 

4. 学生発表・ディスカッション③：レイチェルズ５～６章 

5. 学生発表・ディスカッション④：レイチェルズ７～８章 

6. 学生発表・ディスカッション⑤：レイチェルズ９～１０章 

7. 学生発表・ディスカッション⑥：レイチェルズ１１～１２章 

8. 学生発表・ディスカッション⑦：レイチェルズ１３～１４章 

9. 中間レポート提出 

学生発表・ディスカッション⑧：学生の自己テーマ 

10. 学生発表・ディスカッション⑨：学生の自己テーマ 

11. 学生発表・ディスカッション⑩：学生の自己テーマ 

12. 学生発表・ディスカッション⑪：学生の自己テーマ 

13. 学生発表・ディスカッション⑫：学生の自己テーマ 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

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

発表とディスカッション中心の講義になり、自分の関心に沿って、発表とレポートを相互に批評し合いますので、毎回の準備を怠

らないでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表とディスカッションへの参加(30%)/中間レポート(30%) 

中間レポート・最終レポートは必ず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェームズ・レイチェルズ、2003、『現実をみつめる道徳哲学―安楽死からフェミニズムまで』、晃洋書房 (ISBN:4771014396) 
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2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 (ISBN:4472403439) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１２ 

(Seminars in Education J12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミは、教育哲学をテーマとして、①体験を広げる、②対話する力、コミュニケーションする力を養う、③自分自身で考えられ

るようになることを目標とします。期末にレポート（12,000 字）を提出する。 

 

This seminar has the following target themes of educational philosophy (1) to broaden experiences (2) to foster discussion and 

communication skills (3) to gain skills to have own thoughts. Students will turn in a report (12,000 characters) at the end of the 

term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、以下のテーマについて、学生の発表を中心に進めます。（１）哲学と教育、（２）特別支援教育、（３）道徳と教育。ゼミ

は、グループに分けて発表をして、対話することを中心にして進めます。これらのテーマについて、学生が中心になって自分のテ

ーマに関する発表を行い、ディスカッションします。 

 

In this class, students will give presentations focusing on the following topics. (1) philosophy and education, (2) special needs 

education, (3) morality and education. For the seminar, the class will mainly focus on students’ small-group presentations and 

dialogues. Students will initiate the classes in presentations and discussions for their own themes relevant to the topics above. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方とスケジュール 

2. 学生発表・ディスカッション① 

3. 学生発表・ディスカッション② 

4. 学生発表・ディスカッション③ 

5. 学生発表・ディスカッション④ 

6. 学生発表・ディスカッション⑤ 

7. 学生発表・ディスカッション⑥ 

8. 中間レポート提出 

学生発表・ディスカッション⑦  

9. 学生発表・ディスカッション⑧  

10. 学生発表・ディスカッション⑨ 最終レポートに向けての発表 

11. 学生発表・ディスカッション⑩ 最終レポートに向けての発表 

12. 学生発表・ディスカッション⑪ 最終レポートに向けての発表 

13. レポートの検討とディスカッション 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

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

発表とディスカッション中心の講義になり、発表は４回ほど機会があります。自分の関心に沿って、発表とレポートを相互に批評し

合いますので、毎回の準備を怠らないでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表とディスカッションへの参加(30%)/中間レポート(30%) 

中間レポート・最終レポートは必ず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 (ISBN:4472403439) 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１３ 

(Seminars in Education J13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
石牟礼道子の（と）教育思想 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）「近代化」に対する批判的な視点を養う。 

（2）時代状況をヴィヴィッドに描き出した文学作品を通して「教育」を考える。 

（3）高度な学術論文の読解に習熟する。 

 

The purposes of this course are for students to (1) develop a critical perspective on "modernization"; (2) think about 

"education" through literary works that vividly depict the situation of the times; and (3) become proficient in reading advanced 

academic papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

石牟礼道子の『苦海浄土』の講読を行う。とりわけ、石牟礼による、水俣の人びとを「演じる」という営為に着目する。この作業を通

して、日本の近代化と教育をめぐる問題を考えたい。 

 

This course includes subscription to "KUKAI JODO," paying particular attention to the act of “playing” Minamata people by 

Ishimure. Through this work, students consider the issues surrounding modernization and education in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：自己紹介と発表分担決め 

2. 「石牟礼道子」に着目する意味 

3. 「石牟礼道子と水俣」に着目した先行研究（1）：教育学関係 

4. 「石牟礼道子と水俣」に着目した先行研究（2）：岩岡中正、渡辺京二の研究など 

5. 「石牟礼道子と水俣」に着目した先行研究（3）：ジャーナリストたちの視点 

6. 「石牟礼道子と水俣」に着目した先行研究（4）：志村ふくみ、若松英輔の著作から 

7. 『苦海浄土』の講読：第 1 部第 1章 

8. 『苦海浄土』の講読：同第 2 章 

9. 『苦海浄土』の講読：同第 3 章 

10. 『苦海浄土』の講読：同第 4 章 

11. 『苦海浄土』の講読：同第 5 章 

12. 『苦海浄土』の講読：同第 6 章 

13. 『苦海浄土』の講読：同第 7 章 

14. 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） 

授業前後の『苦海浄土』の熟読は必須。レポーターは、内容の要約ではなく、授業の関心を踏まえて、当該章をどのように読み解

けるか、その「ストーリーメイク」をすることに心を砕いて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告レジュメや授業中の議論への貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石牟礼道子、2011、『苦海浄土』、河出書房新社 (ISBN:9784309709680) 

2. 小笠原喜康、2018、『最新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社現代新書 (ISBN:9784065135020) 

『苦海浄土」は複数の出版社から刊行されているが、このゼミでは池澤夏樹の世界文学全集の一巻として刊行された河出書房新

社版を用いるので、別の出版社のものを買わないよう注意すること。『レポート・論文術』は春のレポートやゼミ論文の執筆に用い

るので必ず購入のこと。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

本授業の問題意識に関わるので、授業前に一読されたい。その他の参考文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１４ 

(Seminars in Education J14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
石牟礼道子の（と）教育思想 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）「近代化」に対する批判的な視点を養う。 

（2）時代状況をヴィヴィッドに描き出した文学作品を通して「教育」を考える。 

（3）ゼミ論文を完成させる。 

 

The purposes of this course are for students to (1) develop a critical perspective on "modernization"; (2) think about 

"education" through literary works that vividly depict the situation of the times; and (3) complete their course dissertations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

石牟礼道子の『苦海浄土』の講読を行う。とりわけ、石牟礼による、水俣の人びとを「演じる」という営為に着目する。この作業を通

して、日本の近代化と教育をめぐる問題を考えたい。 

 

This course includes subscription to "KUKAI JODO," paying particular attention to the act of “playing” Minamata people by 

Ishimure. Through this work, students consider the issues surrounding modernization and education in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、『苦海浄土』の講読：第 2 部第 1 章 

2. 『苦海浄土』の講読：同第 2 章 

3. 『苦海浄土』の講読：同第 3 章 

4. 『苦海浄土』の講読：同第 4 章 

5. 『苦海浄土』の講読：同第 5 章 

6. 『苦海浄土』の講読：同第 6 章 

7. 『苦海浄土』の講読：第 3 部第 1章 

8. 『苦海浄土』の講読：同第 2 章 

9. 『苦海浄土』の講読：同第 3 章 

10. 『苦海浄土』の講読：同第 4 章 

11. 『苦海浄土』の講読：同第 5 章 

12. 『苦海浄土』の講読：同第 6 章 

13. 『苦海浄土』の講読：同第 7 章 

14. 全体のまとめ 

 

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

授業前後の『苦海浄土』の熟読は必須。レポーターは、内容の要約ではなく、授業の関心を踏まえて、当該章をどのように読み解

けるか、その「ストーリーメイク」をすることに心を砕いて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告レジュメや授業中の議論への貢献(60%) 

ゼミ論文（各ゼミ共通課題、12,000 字以上）を提出しないと単位は認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石牟礼道子、2011、『苦海浄土』、河出書房新社 (ISBN:9784309709680) 

2. 小笠原喜康、2018、『最新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社現代新書 (ISBN:9784065135020) 

『苦海浄土」は複数の出版社から刊行されているが、このゼミでは池澤夏樹の世界文学全集の一巻として刊行された河出書房新

社版を用いるので、別の出版社のものを買わないよう注意すること。『レポート・論文術』はゼミ論文の執筆に用いるので必ず購

入のこと。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

本授業の問題意識に関わるので、授業前に一読されたい。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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■AE115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１５ 

(Seminars in Education J15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育方法学演習１ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学が射程にする授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論の領域の文献講読を通して、理論的枠組みを理解する。

教育の諸問題について、何となくの感じや世間話的な教育論で語るのではない、教育方法学の知見に基づいた議論を積極的に

行った上で、論文を作成することができる。 

 

Students will understand the theoretical frameworks by doing literature readings in the fields covering Teaching Methods 

including class theory, curriculum theory, learning ability theory and educational evaluation theory. Regarding various academic 

issues, students should not have only a sense of passing familiarity or talk about overall education theory, but will be able to 

compose papers after having active discussions based on a knowledge of Teaching Methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

立派な教育論を語っても、それを実現するための内容や方法がなければ、子どもたちを教育することはできない。教育方法学

は、その内容や方法を検討する学問である。「よい授業とは何か」「子どもたちはどのような学力（能力）を身につけるべきか」「そ

の学力をどのように評価するべきか」ということについて関心を持つ受講生と、国内外の理論や実践を検討することを行いたい。 

 

Even when an outstanding educational theory is presented, teachers cannot teach children if the theory lacks the methods and 

contents to bring it to life. Teaching Methods is an academic field that examines its contents and methods. We welcome 

students interested in “What is a good class?” “What kind of proficiencies should children develop?” and “How should that 

learning proficiency be evaluated?” We wish to discuss theories and practices inside and outside Japan with those students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：ゼミの進め方 

2. 文献講読と発表および討論 

3. 文献講読と発表および討論 

4. 文献講読と発表および討論 

5. 文献講読と発表および討論 

6. 文献講読と発表および討論 

7. 文献講読と発表および討論 

8. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

9. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

10. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

11. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

12. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

13. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

14. まとめ・レポート検討会 

 

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

指定された文献は必ず読み、授業時間内に検討したい疑問や問題点を考えておくこと。発表者はきちんと準備すること。グルー

プ発表の場合は、メンバーと協力して発表準備に当たること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

発表者が、発表当日に欠席することは原則認められない。その場合は、単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治、2009、『時代を拓いた教師たちⅡ』、日本標準 (ISBN:4820804227) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て，講義内容などを変更する場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■AE116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１６ 

(Seminars in Education J16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育方法学演習２ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学が射程にする授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論の領域の文献講読を通して、理論的枠組みを理解する。

教育の諸問題について、何となくの感じや世間話的な教育論で語るのではない、教育方法学の知見に基づいた議論を積極的に

行った上で、論文を作成することができる。期末にゼミ論文（１２，０００字）を提出する。 

 

Students will understand the theoretical frameworks by doing literature readings in the fields covering Teaching Methods 

including class theory, curriculum theory, learning ability theory and educational evaluation theory. Regarding various academic 

issues, students should not have only a sense of passing familiarity or talk about overall education theory, but will be able to 

compose papers after having active discussions based on a knowledge of Teaching Methods. Students will turn in a seminar 

thesis (12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

立派な教育論を語っても、それを実現するための内容や方法がなければ、子どもたちを教育することはできない。教育方法学

は、その内容や方法を検討する学問である。「よい授業とは何か」「子どもたちはどのような学力（能力）を身につけるべきか」「そ

の学力をどのように評価するべきか」ということについて関心を持つ受講生と、国内外の理論や実践を検討することを行いたい。 

 

Even when an outstanding educational theory is presented, teachers cannot teach children if the theory lacks the methods and 

contents to bring it to life. Teaching Methods is an academic field that examines its contents and methods. We welcome 

students interested in “What is a good class?” “What kind of proficiencies should children develop?” and “How should that 

learning proficiency be evaluated?” We wish to discuss theories and practices inside and outside Japan with those students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：ゼミの進め方 

2. 文献講読と発表および討論 

3. 文献講読と発表および討論 

4. 文献講読と発表および討論 

5. 文献講読と発表および討論 

6. 文献講読と発表および討論 

7. 文献講読と発表および討論 

8. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

9. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

10. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

11. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

12. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

13. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

14. まとめ・レポート検討会 

 

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

指定された文献は必ず読み、授業時間内に検討したい疑問や問題点を考えておくこと。発表者はきちんと準備すること。グルー

プ発表の場合は、メンバーと協力して発表準備に当たること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

発表者が、発表当日に欠席することは原則認められない。その場合は、単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

春学期中に秋学期のテキストを指定する予定である。 
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学生がテキストを選択し、それを全員で講読する場合もある。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て，講義内容などを変更する場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■AE117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１７ 

(Seminars in Education J17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の発達と学習の過程に対する心理学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対する社会文化歴史的アプローチによる心理学的知識を習得する。 

 

Students will gain knowledge of psychology with sociological, cultural, and historical approaches toward human development and 

learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の発達と学習を理解する上で必要とされる基本文献を事前購読し、ゼミ内で議論する。各事前課題についてはショートエッセ

イを書き、それに基づいて他者と議論を深める。ゼミ外でも疑問点を図書館等で調べ、問いを探求することが求められる。読むこ

と、書くこと、議論することを通して、大学生としてのアカデミックリテラシーの基本的な学習の場となる。受講者には積極的な参加

が望まれる。春期には人間の象徴機能の発達を検討するために、子どもの描画を取り上げる。授業では、複数の文献を参照しな

がら、実際に絵の収集、分析を進め、人間発達の謎について議論する。描画発達だけでなく文字習得、認知情動発達、障がい、

臨床的対応などを考える学びの入り口になるであろう。 

 

Students will do reading in advance from literature needed to understand human development and learning processes, then 

discuss the readings in class. Students will write short essays about each topic, and have deep discussions with others based 

on them. Students will also be expected to research questions at the library outside the class, delving into the same. This class 

will be a place for students to learn the fundamental academic literacy needed as university students through reading, writing 

and discussion. Students are expected to actively participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本課題の確認 

3. 基本課題の確認 

4. 基本課題の確認 

5. 調査と討論(文献調査含む） 

6. 調査と討論(文献調査含む） 

7. 調査と討論(文献調査含む） 

8. 調査と討論(文献調査含む） 

9. 調査と討論(文献調査含む） 

10. 調査と討論(文献調査含む） 

11. 調査と討論(文献調査含む） 

12. 調査と討論(文献調査含む） 

13. 最終研究報告 

14. 最終研究報告 

 

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

履修予定者には事前学習課題が出され、授業開始後その成果を報告することが求められる。 

以下の文献は授業開始までに読み込んでおくこと。最初数回の授業で内容について議論を行う。 

ガードナー, H. 1996 『子どもの描画―なぐり描きから芸術まで』 誠信書房 

授業外活動として子どもにかかわる調査(観察、ワークショップ等）が紹介されることがある。文献の理解を深めるため、積極的に

参加することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/調査活動(50%)/討議(20%) 

各課題論文に対するショートエッセイと授業終了時に 5000 字程度のレポートの提出が求められる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. H.ガードナー、1996、『子どもの描画―なぐり描きから芸術まで』、誠心書房 

上記基本テキストは現在絶版のため、配布を予定している。その他は授業内で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4762823893) 

2. 石黒広昭、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

3. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130530880) 

4. 石黒広昭、2008、『保育心理学の基底』、萌文書林 (ISBN:978-4893471062) 

5. 石黒広昭、2001、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 (ISBN:978-4788507777) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■AE118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１８ 

(Seminars in Education J18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の発達と学習の過程に対するプロジェクトワーク 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、各自で問いを立ててプロジェクトワークを行い、研究報告書（12,000 字）を作成する。 

 

Each student will carry out project work and write a research report (12,000 characters), posing questions about human 

development and the learning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の発達と学習の過程に関する設定課題の中から受講者の興味関心に基づいて、研究課題を選択し、文献や実証調査に基

づいたグループプロジェクトワークを行う。ゼミの内外でゼミメンバーと調査検討することになる。研究完了時には研究成果報告

会が実施され、研究報告書が作成される。 

 

Students will choose a research topic based on their own interest from a group of topics established relevant to human 

development and learning processes. Students will then carry out group project work based on literature and substantive 

research. Students will carry out research and study with the members inside and outside the seminar. When students complete 

their research, a symposium for reporting all research results will be held, and students will write research results reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本課題の確認 

3. 基本課題の確認 

4. 基本課題の確認 

5. 調査と討論(文献調査含む） 

6. 調査と討論(文献調査含む） 

7. 調査と討論(文献調査含む） 

8. 調査と討論(文献調査含む） 

9. 調査と討論(文献調査含む） 

10. 調査と討論(文献調査含む） 

11. 調査と討論(文献調査含む） 

12. 調査と討論(文献調査含む） 

13. 最終研究報告 

14. 最終研究報告 

 

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

関連する文献や資料の事前検討、調査準備、調査報告書の作成（学科統一課題として 12,000字の報告書）をする。 

レポート提出前にゼミ研究成果報告会が開催される。 

また、学外での学習支援、発達支援活動を紹介することがあるので希望者は積極的に参加することが望まれる。理論と実践の関

係を考えることができるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/調査活動(50%)/討議(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. N. ブラートン・ジョウンズ、1987、『乳幼児のヒューマンエソロジー―発達心理学への新しいアプローチ』、ブレーン出版 

2. 乾 久美子、2014、『小さな風景からの学び』、TOTO出版 
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3. 佐々木正人，三嶋博之、2001、『アフォーダンスと行為 (身体とシステム) 』、金子書房 

4. アンドレ・ケルテス、2013、『読む時間』、創元社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE187／特別支援教育の理論と方法 

(Special Needs Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教職のための特別支援教育の理論と方法 

担当者名 

（Instructor） 

河野 哲也(KONO TETSUYA) 

武田 瑞穂(TAKEDA MIZUHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している発達障害や軽度知的障害をはじめとする様々な障害等により特別な支援を必要とする幼児、児童

及び生徒が授業において学習活動に参加している実感・達成感をもちながら学び、生きる力を身に付けていくことができるよう、

幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難を理解し、個別の教育的ニーズに対して、他の教員や関係機関と連携しながら

組織的に対応していくために必要な知識や支援方法を理解する。 

 

This course aims to teach students about the development and learning processes of infants, pupils, and students with special 

needs. They will understand the relevant characteristics and learn how to support them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別支援教育の目標とテーマ、教育制度上の諸課題について概説した後、発達障害や軽度知的障害をはじめとした、特別な支

援を必要とする幼児、児童及び生徒の特徴についての理解を深め、その子たちに求められる指導のあり方を探究する。その後、

当該の子どもたちの置かれた地域、家庭状況等について検討し、その支援の方法、課題についての理解を深める。 

 

This course aims for students to acquire the necessary knowledge for understanding special needs education. Students become 

knowledgeable about what is needed in education to support children’s learning and development and also develop the basic 

awareness necessary for teachers. Moreover, students gain deeper understanding of children with special needs and the role of 

the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する特別支援教育の意義と課題 

2. 特別支援教育のための障がいの理解 

3. インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育の制度の理念と仕組み 

4. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の認知発達の特性 

5. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の情動発達の特徴 

6. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の社会性の発達の特徴 

7. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の学習上の困難 

8. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の生活上の困難 

9. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する支援 

10. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒への個別指導 

11. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒への教育支援 

12. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の地域・家庭を含めた支援体制の構築 

13. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する指導者の課題 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連事項について講師から指示された文献を読み、自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2015、『現象学的身体論と特別支援教育: インクルーシブ社会の哲学的探究』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-
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2887-4) 

2. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

3. 安藤瑞穂、2019、『ADHD のコーチング―実行機能へのアプローチ―』、図書文化社 (ISBN:978-4-8100-9741-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

2019 年度以降入学者のみ履修可 
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■AE188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE188／総合的な学習の理論と方法 

(The Period for Integrated Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
総合的な学習の趣旨と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
小幡 肇(OBATA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的な学習の時間おける教育目標や育成を目指す資質・能力を理解する。そして、各教科等で育まれる見方・考え方を活用し

て、事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・実生活の課題を探究する学びを実現するために、指導計画の作成及び指導

の仕方や学習活動の評価に関する知識・技能を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

総合的な学習の時間の意義・役割及び教科を超えて必要となる資質・能力の育成、目標や内容を定める際の考え方や留意点を

理解する。そして、具体的な事例を通して、各教科等との関連性を踏まえた年間指導計画及び主体的・対話的で深い学びを実現

するような単元計画の作成の重要性を理解し、身に付ける。さらに、総合的な学習の時間の指導と評価の考え方及び実践上の

留意点を理解し、身に付ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション及び「総合的な学習の時間」の概要 

2. 総合的な学習の時間の創設前の教育実践（奈良女子大学附属小学校の自律的学習法及び「奈良プラン」） 

3. 総合的な学習の時間の創設前の教育実践（奈良女子大学附属小学校「奈良プラン『しごと』学習」） 

4. 総合的な学習の時間の教育実践 

5. 総合的な学習の時間の創設の趣旨及び経緯（改訂の趣旨・要点） 

6. 総合的な学習の時間の理念・意義・役割及び教科を超えて必要となる資質・能力の育成 

7. 総合的な学習の時間の目標及び内容を定める際の考え方（テーマ設定と各教科・領域等との関連性） 

8. 総合的な学習の時間のカリキュラム・デザイン（全体計画・年間指導計画の作成にあ 

たっての重要点・条件整備）及び単元構成の在り方 

9. 主体的・対話的で深い学びを実現するような単元計画の作成にあたっての重要点 

10. 探究的な学習の過程及び具体的な手立て(多様な指導組織・形態及び指導方法の工夫) 

11. 主体的・対話的で深い学びを実現するような学習指導の考え方と実践上の留意点(多様な習組織・形態及び学習方法の工

夫) 

12. 総合的な学習の時間での学習評価の基本及び評価の方法についての重要点 

13. 学校や地域の特色を生かした地域素材研究と学習材の開発 

14. 学校や地域の特色を生かした地域素材研究と学習材の開発の発表・ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・学習指導要領解説の熟読 

・第 13 回に向けて，自分に関わりのある地域における「学校や地域の特色を生かした地域素材研究と学習材の開発」の資料収

集を行い、第 13 回に持ち寄ることができるようにする 

・第 14 回に，自分に関わりのある地域における「学校や地域の特色を生かした地域素材研究と学習材の開発」の発表会を行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回におけるリフレクションペーパーの提出(30%)/「地域教材研究と学習材の開発」の資料収集

(30%) 

各回におけるリフレクションペーパーは，オリジナリティ及び質と量を重視する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2019、『小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間』、東洋館出版 (4491-23786) 

2. 文部科学省、2019、『中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間』、東山書房 (ISBN:4827815615) 

3. 『そこが知りたい『子どもがつながる学習指導』』、日本教育研究センター 

テキスト購入方法は履修確定後に授業の中で案内する。その後、郵送にて届く。（届け先を連絡必要） 

 

学習指導要領<平成 29 年告示>解説<総合的な学習の時間編> 東山書房 iSBN:9784827815610 

は、「絶版であるため、文部科学省 HPから」閲覧・印刷して授業に備えてください。 
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参考文献（Readings） 

1. 田村 学編著、『小学校教育課程実践講座 総合的な学習の時間』、ぎょうせい 

2. 田村 学編著、『中学校教育課程実践講座 総合的な学習の時間』、ぎょうせい 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

メールによる連絡先 

hobata@koshigaya. 

bunkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 

2019 年度以降入学者のみ履修可 
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■AE221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE221／教育調査実習 １ 

(Survey and Field Study in Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育心理学調査実習１ 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトの学習過程を研究するための基本的な心理学的手法を習得し、調査論文の書き方を学ぶ。 

 

Students will acquire knowledge of basic psychological methods in order to research human learning processes, and will learn 

how to write survey papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常行為の観察と分析を通してヒトが無自覚的に行っている学習過程を明らかにする。はじめに模擬課題を行い、ある程度観察

と分析手法を理解したところで、各自の関心に基づいてテーマを決めた研究をはじめる。履修者数によってはグループワークとな

ることもある。コンピュータを利用した調査手法の基礎を体験し、調査レポートの作成手法についても学ぶことになる。 

 

Through consideration and analysis of everyday behaviors, students will understand people’s objective learning processes. At 

first, students will carry out model classes, and then they understand observation and research methods to a certain extent 

before choosing a topic based on their own interest and beginning research. It may be a group work, depending on the number 

of students. Students will experience the basics of computer-based research methods, and learn how to write an investigative 

report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育心理学調査実習の概要説明 

2. 行為分析（説明と研究計画） 

3. 行為分析（データ収集練習） 

4. 行為分析（データ分析練習） 

5. 行為分析（データ分析練習） 

6. 行為分析（レポート作成練習） 

7. 行為分析（自主課題設定ー問題と目的） 

8. 行為分析（データ収集） 

9. 行為分析（分析） 

10. 行為分析（分析） 

11. 行為分析 (結果をまとめる） 

12. 行為分析 (結果をまとめる） 

13. 行為分析 (プレゼンテーションの準備） 

14. 行為分析 (報告） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外で文献学習をしたり、データ収集、データ分析をすることがあるので十分な学習時間を確保して臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加（出席・報告・討議）(30%)/授業外での資料作成(データ収集と分析など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出席が重視される。4 回以上の欠席の場合には評価対象とならない。また、遅刻は 2 回で 1 回の欠席となる。 
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Blackboard 上でデータ分析やレポートの提出を行うので頻繁に確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE222／教育調査実習 ２ 

(Survey and Field Study in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジュアルデータ分析 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジュアルデータをもちいた質的調査法について学ぶ。 

 

Students will learn Qualitative Survey Methods using visual data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

われわれの社会にはビジュアルデータがあふれている。絵画、写真、映画、ビデオ、描画、図などさまざまな形態のデータから人

や社会を知るにはどうしたらよいのだろうか。この授業では、質的研究におけるビジュアルデータをもちいた調査法について学ぶ

ため、文献学習とそれに基づいた調査を行い、最終的に調査報告書を作成する。ビジュアルデータを利用した調査の基礎を体験

し、調査レポートの作成技法についても学ぶ。 

 

Our society is flooded with visual data. How do we know about our people and society from various forms of data such as 

pictures, photographs, films, videos, drawings and figures? In this class, in order to learn about investigative methods using 

research data for qualitative research, students will carry out literature learning and related investigations, then finally write a 

investigation report. Students will experience the basics of visual data-based research methods, and learn how to write an 

investigative report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 質的研究におけるビジュアルデータの使用 

3. 実証研究におけるビジュアルデータの位置と概略史 

4. ビジュアルデータを用いた手法 

5. ビジュアルデータを用いた調査の報告 

6. ビジュアルデータをもちいた調査計画 

7. ビジュアルデータをもちいた調査計画 

8. 調査研究の進捗状況報告と検討 

9. 調査研究の進捗状況報告と検討 

10. 調査研究の進捗状況報告と検討 

11. プレゼンテーションの準備 

12. プレゼンテーションの準備 

13. 調査研究結果のプレゼンテーション 

14. 調査研究結果のプレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外で文献学習、データ収集、データ分析をすることになるので十分な学習時間を確保すること。教科書を予め入手し、事前に

読んでおくことが望ましい。授業開始後はグループあるいは個人によって資料を作り、パワーポイント等を使ったプレゼンテーショ

ンを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献報告と討議参加(30%)/調査資料提出(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業の最後に調査報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マーカス・バンクス、2016、『質的研究におけるビジュアルデータの使用』、新曜社 (ISBN:978-4788514980) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2001、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 (ISBN:978-4788507777) 

2. フリック，U.、2016、『質的研究のデザイン』、新曜社 (ISBN:978-4788514744) 
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3. 今 和次郎、1987、『考現学入門』、筑摩書房 

4. 赤瀬川 原平, 南 伸坊, 藤森 照信、1993、『路上観察学入門』、筑摩書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の指示に従ってその後の作業を行うため、出席が重視される。4 回以上の欠席の場合には評価対象とならない。また、遅

刻は 2 回で 1 回の欠席となる。 

Blackboard 上で、授業のための課題指示、データ分析やレポートの提出を求めることがある。随時確認すること。 

グループあるいは個人によって資料を作り、パワーポイント等を使ったプレゼンテーションを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE223／教育調査実習 ３ａ 

(Survey and Field Study in Education 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト高度成長期の子育てネットワークとジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史の一次史料に触れて、それを豊かに解釈できる力をつける。 

 

Students will acquire the ability to interpret primary historical materials imaginatively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「保育園落ちた日本死ね」は 2016 年の流行語に選ばれた。匿名のブログのタイトルだったこのフレーズが流行語になった背景

には都市部での深刻な保育園の待機児童問題がある。だが、待機児童問題は現在に始まったことではない。高度成長期以降、

女性の社会進出は本格化し、さまざまな地域や職場で保育所づくりの運動が展開した。子どもを預ける場所に困ったさまざまな

女性たちが自発的に集まり、共同保育のサークルを立ち上げる場合も少なくなかった。子育てを軸にしたネットワーキングの経験

は同時代の女性たちを政治的社会化する契機ともなっており、その共同性は無縁社会とも言われる現在にあって再考に値する。 

 このゼミナールでは、ジェンダーに関する基本的な認識を獲得したのちに、1970 年代から 80年代にかけて千葉県松戸市で展

開した子育てサークルの回覧ノートを輪読する。回覧ノートには女性たちの子育ての悩みや夫婦関係の葛藤、職場での困難な

ど、子育てをしながら働く女性たちのさまざまな経験がつまっており、同時代のジェンダー規範とそれへの抵抗を具体的に理解す

る格好の一次資料である。 

 

"Failed all the day nurseries.  Japan must perish” was chosen as one of the buzzwords for 2016.  The phrase, which was the 

title of an anonymous blog entry, caught attention because of the serious problem of children not being accepted into day 

nurseries in urban areas.  However, the problem of "children in waiting" has already existed for a long time. 

In Japan since the period of high-growth economy, women's advancement into society has become more full-scale, and there 

have been campaigns to build daycare centers in various regions and workplaces.  Many women, who had trouble leaving their 

children, voluntarily gathered to set up a group for childcare.  Networking experiences centering on child-rearing have provided 

a good opportunity for women of gaining political interests, and the community they made is worthy of reconsideration in the 

present age, which is often referred to as a society without social ties. 

 In this seminar, after gaining a basic understanding of gender, we read an notebook which a parenting circle in Matsudo, Chiba 

Prefecture, in the 1970s through the '80s, had circulated.  This notebook contains various experiences of working women's 

worries about raising their children, conflicts between husband and wife, and difficulties at work, and is a suitable resource to 

concretely comprehend the contemporaneous gender norm and their resistance thereof. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：『てくてくノート』紹介と担当者決め 

2. 戦後日本の保育制度について 

3. 『ひばりニュース』の輪読① 

4. 『ひばりニュース』の輪読② 

5. 「てくてく勉強会」と私①ゲストスピーカーを予定 

6. 「てくてくノート』の輪読① 

7. 「てくてくノート』の輪読② 

8. 「てくてくノート』の輪読③ 

9. 『てくてくノート』の輪読④ 

10. 「てくてくノート』の輪読⑤ 

11. 「てくてく勉強会」と私②ゲストスピーカーを予定 

12. 「てくてくノート』の輪読⑥ 

13. 個人研究報告の発表① 

14. 個人研究報告の発表② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

子育てサークルの回覧ノートを輪読し、議論するという授業の性格上、毎週、資料を読み、疑問点や調べた点をレポートにまとめ

る課題が毎週出る。居住地の保育行政について調べて発表するなどの課題もある。予習する時間をしっかりと確保しておくこと。
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安易な履修は禁物である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で複数回指示する調べ学習による提出物(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席回数 3 回を超えたものについてはただちに D 評価とする。遅刻 2 回で 1 回分の欠席とみなす。立教大学は公欠制度を認め

ていないことにも留意をされたい。安易な履修は禁物である。【変更前】毎回の授業で提出するレスポンスシート(40%) 、最終レポ

ート(Final Report)(40%) 、授業内で指示する調べ学習による提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林美希、2015、『ルポ 保育崩壊』、岩波新書 (ISBN:4004315425) 

2. 小林美希、2013、『ルポ 産ませない社会』、河出書房新書 (ISBN:4309246222) 

3. 猪熊弘子、2011、『死を招いた保育―ルポルタージュ上尾保育所事故の真相』、ひとなる書房 (ISBN:4894641682) 

4. 前田正子、2017、『保育園問題 - 待機児童、保育士不足、建設反対運動』、中公新書 (ISBN:412102429X) 

5. 中西新太郎、2009、『“生きづらさ”の時代の保育哲学 』、ひとなる書房 (ISBN:4894641348) 

6. 近藤幹生、2014、『保育とは何か』、岩波新書 (ISBN:4004315093) 

最終レポートでは上記の参考文献を積極的に活用して取り組んでほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の予習・復習に関わって立教大学ジェンダーフォーラムを活用すること。ジェンダーフォーラムの主催するイベントや講演会

に積極的に参加することも奨励したい。ジェンダーフォーラムの公式サイトは下記の通りである。 

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/gender/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE224／教育調査実習 ４ａ 

(Survey and Field Study in Education 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「自己を語ること」の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
小野 奈生子(ONO NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学的なインタビュー調査、ドキュメント分析についての基礎的な知識を身につけたうえで、「自己を語ること」というテーマのも

と、いずれかの調査方法に基づいてデータを収集／分析することを目標とする。 

 

By the end of the course, students should be able to do the following:  

・Acquire basic knowledge of sociological interview surveys and document analysis. 

・Collect and analyze data based on any survey method under the theme of “talking about self”. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半は、担当者がインタビュー調査、ドキュメント分析の方法について、研究事例を紹介しつつ解説するとともに、「自己を

語る」とはどのような営みであるのかということについて、講義を行う。 

後半は、講義の内容をふまえ、受講生がグループごとに社会学的な観点からデータを収集し分析を行う。 

 

In the first half of the course, the lecturer will explain the methods of interview surveys and document analysis by introducing 

research cases, and explain what it is like to “talk about self “. 

In the second half of the course, based on the content of the lecture, students will collect and analyze data from sociological 

perspectives for each group. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「自己を語ること」とは 

2. インタビュー調査について 

3. ドキュメント分析について 

4. 問題関心の報告・検討 

5. 調査グループの編成／調査計画についてのディスカッション 

6. 調査の実施に向けて（１） 

7. 調査の実施に向けて（２） 

8. 調査課題の決定 

9. 調査の実践（１） 

10. 調査の実践（２） 

11. 調査経過報告（１） 

12. 調査経過報告（２）と最終レポートの確認 

13. 調査報告（１） 

14. 調査報告（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外でデータ収集・分析、最終レポートのための準備がかなりの時間必要となる。また、グループワークのための時間調

整も必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内外提出課題・報告(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

グループ調査を基本とするため、欠席が３回に達した場合は原則として履修継続を認めることができない。授業の進め方につい

ては、受講者数によって変更の可能性がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 北澤毅・古賀正義（編）、2008、『質的調査法を学ぶ人のために』、世界思想社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

課題の提出を、授業支援システム Blackboard を使用して行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE225／教育調査実習 ３ｂ 

(Survey and Field Study in Education 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リサーチの技法と教育問題 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生が、調査研究の基本を身につけ、実際に着手することができるようになること。じっくり楽しみながら研究ができるようにな

ることを目標としたい。 

 

Students will learn the basics of investigative research and be able to try it for themselves. The class goal is for students to 

enjoy themselves while becoming capable of carrying out research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）具体的手順をスモールステップ方式でシェアする 

（2）グループワークにより、実際に具体的な課題を決めてもらい小規模な調査を実施してもらう 

（3）調査という営みの社会的/倫理的側面について「想定読者」との関係や「調査対象」との関係を視野にいれた取り組みにする

べく随時リフレクションの機会を取り入れる 

 

(1) The specific procedures will be shared with students gradually in small steps. 

(2) Students will choose specific topics and carry out actual research on a small scale through group work. 

(3) The class will constantly provide students with as many opportunities as possible to reflect on their relationships to the 

assumed readers and research subjects regarding the social and ethical aspects of the research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教育問題の四類型〜グループ分けアクティビティ 

2. 問題関心を深化させる具体的手順の練習（その１） 

3. 問題関心を深化させる具体的手順の練習（その 2） 

4. 調査課題を設定する（その 1）《ブレストを中心に》 

5. 調査課題を設定する（その 2） 

6. 調査の実施について（その 1）《調査条件の確認》 

7. 調査の実施について（その 2） 

8. 調査の実施について（その 3） 

9. 成果をどう発表するか（その 1）《ブレストを中心に》 

10. 成果をどう発表するか（その 2） 

11. 成果発表（その 1） 

12. 成果発表（その 2） 

13. 成果発表（その 3） 

14. 成果発表（その 4） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループワークが基本となるため、課題に即して細かな連絡調整および内容に関わる議論を進めてもらいたい。ワークの進捗状

況を報告するワークシートは一人ひとりが記入するが、グループ単位に毎回回収、次週冒頭に返却する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ワークシート(40%)/グループワーク(成果発表)(60%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ウェイン・C.ブース他、2018、『リサーチの技法』、ソシム 

その他必要に応じて紹介する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習授業におけるあらゆるコミュニケーションは、ポジティブ・フィードバックが基本です。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE226／教育調査実習 ４ｂ 

(Survey and Field Study in Education 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を変える市民の活動と学び 

担当者名 

（Instructor） 
桔川 純子(KIKKAWA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会課題に取り組む市民の活動を調査し、現場での実践から市民がどのよう経験を重ねながら「学び」を深めていくのかを考察

し、分析していく手法を身につける。また、海外の事例なども通じて、グローバルな視点からも思考できるような力を身につける。 

 

Students will research civic actions around social issues, deepen their understanding of learning, and become proficient in 

analytical methods while gaining practical experience from citizens on the scene. Also, students will become able to consider 

these issues from a global perspective, not only looking at Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学びの実践は、学校以外の「場」でもさまざまな形で存在する。日本では、1998 年の特定非営利活動促進法の施行を契機に、現

在では全国でさまざまなな活動が広がっている。 

本講義では、持続可能な社会や地域づくりを目指した日本や海外の実践を調査し、そのなかからどのような教育的経験を積み重

ねていけるのかについて分析する。まず、市民活動についての概要を理解し、そのうえで、各自の関心に沿いながら、具体的な

事例を調査して考察していく。 

授業では、受講者が各自が調査し、発表して全員で共有、検討するという進め方をしていく。 

また、ゲストスピーカーをお招きし、実践についてのお話を伺う予定である。 

 

For learning practice, there are also various places for learning off campus. Numerous activities spread across Japan today 

resulted from the implementation of the 1998 Act to Promote Specified Nonprofit Activities. 

In this lecture, students will research Japanese and overseas applications for creating sustainable societies and communities, 

and among those analyze which educational experiences would be acquired in common. First, students will understand the 

overview of civic activities, and from there, while following their interests, research and consider specific case studies. In class, 

students will conduct their own research and present it. Then all students will share and consider their ideas. 

Inviting a guest speaker and am going to listen to a story about the activities 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の内容、進め方、評価の仕方について説明等。 

2. 市民活動、市民運動とは 

3. 立教大学共生社会研究センターの見学  

4. 住んでいる自治体について調べてみる 

5. ゲストスピーカーによる講義 

6. 日本の事例について調べて調査・発表① 

7. ゲストスピーカーによる講義 

8. 日本の事例について：調査・発表② 

9. ゲストスピーカーによる講義 

10. 世界の事例について：調査・発表① 

11. 世界の事例について：調査・発表② 

12. 日本と海外の状況について考察① 

13. 日本と海外の状況について② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自で調査し、その内容について発表する時間が多いので、調査、発表準備などの授業時間以外の学習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度（発言、発表など）(30%)/発表の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤一子、2004、『NPOの教育力―生涯学習と市民的公共性』、東京大学出版会 (ISBN:4130513095) 

2. レスリー・R・クラッチフィールド他、2012、『世界を変える偉大な NPO の条件――圧倒的な影響力を発揮している組織が実践

する 6 つの原則』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478007284) 

3. 延藤安弘、2013、『まち再生の術語集』、岩波書店 (ISBN:4004314186) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・パワーポイント、映像資料などを適宜活用する。 

・アクティブラーニングを取り入れ、実習を適宜行うので、積極的な受講態度が期待される。 

・受講者の人数などによって、形式、内容などについては変更する場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■AE252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE252／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE254／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE255／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE256／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE257／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE258／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE259／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE301／情報教育論 

(IT and Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育社会と情報・メディア 

担当者名 

（Instructor） 
大多和 直樹(OTAWA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ICTを含むメディアが学校教育やそれを取り巻く社会にどのような影響をもたらすのかについて説明できる 

・学校教育とメディアについて歴史を含めて説明できる 

・デジタルメディアが子ども／若者の生活世界に与える影響について説明できる。 

・情報社会(消費社会)と学校社会の関係について説明できる 

・AI とどう付き合うか、について考えを深める 

 

The objects of this class are as follows. 

・We can explain what kind of influence the media including the ICT brings the society surrounding school education. 

・We can explain school education and the media including a history 

・We can explain the influence that digital media gives in the life of child/youth. 

・We can explain relations of information society (consumer society) and  the school society. 

・We deepen a thought how you go out with AI. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本授業の情報教育論とは、ICT を授業等でどう利用するか、といった狭い範囲のものではない。 

 ICTを含むメディアが学校教育やそれを取り巻く社会にどのような影響をもたらすのか、そのことを一人一人がどのように考えて

いくのか、について扱っていく。 

 授業内容の柱は、以下の通り。 

 ・学校教育とメディア 

 ・子ども／若者の生活世界とデジタルメディア 

 ・情報社会(消費社会)と学校社会 

 ・AI とどう付き合うか 

 

The media study of education in this class is not the thing of the small range that how uses ICT by classes. 

 We treat it what kind of influence the media including the ICT brings the society surrounding school education and it how each 

one thinks about it. 

 The subjects of class contents are as follows. 

 ・School education and the media 

 ・Life of child/youth and digital media  

 ・Information society (consumer society) and school society 

 ・How do you go out with AI? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：教育社会と情報・メディアの見取り図 

2. ＜学校教育とメディア＞ 

(1)古いニューメディアとしての鉛筆とノート 

3. (2)旧来の学校教育をＩＣＴがどう変えるのか[授業] 

4. (3)旧来の学校教育をＩＣＴがどう変えるのか[学校システム] 

5. (4)学校における情報政策を読む 

6. (5)新しい学校教育で育てるべきものは何か 

7. ＜子ども／若者の生活世界とデジタルメディア＞ 

(1)デジタルネイティブの生活誌 

8. (2)日本社会は映像メディアをどのように受容してきたか 

9. (3)悪影響論を考える 

10. ＜情報社会と学校社会＞ 

(1)情報社会と学校社会の相容れない文化 

11. (2)消費文化を考える 
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12. ＜ＡＩとどう付き合うか＞ 

(1)ＡＩとは何か 

13. (2)ＡＩ時代の人間の生き方を考える 

14. まとめ：情報・メディアのインパクトをどう考えるのか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配付資料を読んでいることを前提に授業を進めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー含む授業参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず、授業内で必要な情報をプリント等で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

参考図書は用いず、授業内で必要な情報をプリント等で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE302／カウンセリング 

(Counselling) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分らしさを活かしたカウンセリングマインドを探る 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 由美(TSUCHIYA YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

カウンセリングの諸理論の概論と基礎的な技法の学習と並行し、対話のダイナミックスや自身のコミュニケーションスタイルを再

考し、自分らしさを活かしたカウンセリングマインドの探求を目標とする 

 

In parallel with an overview of counseling theories and learning basic techniques, students will reconsider the dynamics of 

dialogues, and their own communication styles. The goal of this class is to find their own way of counseling mind. 

 

授業の内容（Course Contents） 

カウンセリングの諸理論の概論と基礎的な技法を学習する。また、それらと並行して、「語る」「聴く」「観る」「感じる」のキーワード

で、日常対話についての再考と自身のコミュニケーションスタイルへの気づきを目的に、グループエクササイズ（体験的学習）を行

う。毎回の授業でリアクションペーパーに記入し、それらを学期の後半に提出する二つのレポート作成につなげる。授業での発言

は何が正しいかよりも自分で何を感じたかを素朴に、そして言葉にする姿勢を求める。 

 

Students will study various theories of counseling outlines and basic techniques. Also, in parallel with this, with the goal of 

reexamining dialogues and noticing their own communication styles, students will do exercises in groups (learning through 

experiencing) having following key words in mind: “talk,” “listen,” “watch” and “feel.” Every time in class,  students will reflect 

(self-reflection) on the day’s lecture and their exercises by writing and submitting a reaction paper which leads to the 

preparation for  two final reports.  Students’ ability to simply express their own feelings in words is more important than 

whether their ideas are correct. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概論：カウンセリングとは 

2. 日常の対話について考える① 「語ること」「聴くこと」 

3. 日常の対話について考える② 「観ること」「感じること」 

4. 日常の対話について考える③ 「語る」「聴く」「観る」のロールプレイ 

5. 日常の対話について考える④ 「語る」「聴く」「観る」のロールプレイ 

6. カウンセリングの様々な理論と技法の概論について学習する① 

7. カウンセリングの様々な理論と技法の概論について学習する② 

8. カウンセリングの基本的な技法について学習する① 

9. カウンセリングの基本的な技法について学習する②  

10. カウンセリング演習① ロールプレイ 

11. カウンセリング演習② ロールプレイ 

＊小レポート提出日：タイトル「カウンセリングの演習を通して感じたこと・考えたこと」 

12. カウンセリング演習③ ロールプレイ 

13. カウンセリングの実際① 職場のメンタルヘルス 

14. カウンセリングの実際② 学校（スクールカウンセラー） 

＊最終レポート提出日：タイトル「自分らしさを活かしたカウンセリングマインドとは」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に提示する 

（授業後、Blackboardにも掲示） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(54%)/リアクションペーパー・予習課題(46%) 

欠席４回以上の場合は、成績評価の対象としない。 出席はオンラン授業時の名簿チェックとリアクションペーパにて行う。【変更

前】平常点 100％（最終レポート(Final Report)35%, 毎授業時のリアクションペーパー(出席)40%, 演習の小レポート 25%）体験的学

習が中心となるため授業への出席を重視。欠席回数４回以上の場合は、成績評価の対象としない。グループエクセサイズの進行
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状況により、授業の予定が多少前後する場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

1. 諸富祥彦、2014、『新しいカウンセリングの技法：カウンセリングのプロセスと具体的な進め方』、誠信書房 (ISBN:4414403758) 

2. 河合隼雄、鷲田清一、2010、『臨床とことば 心理学と哲学のあわいに探る知』、朝日新聞出版 (ISBN:4022616628) 

3. ミハイル・バフチン、1989、『マルクス主義と言語哲学ー言語学における社会学的方法の基本的問題』、未来社 

(ISBN:4624010949) 

4. 星野欣生、2002、『人間関係づくりトレーニング』、金子書房 (ISBN:4760830251) 

5. 山蔦圭輔、杉山崇、編著、2012、『カウンセリングと援助の実際ー医療・学校・産業・行政における心理的支援』、北樹出版 

(ISBN:4779303222) 

6. 鷲田清一、2002、『「聴く」ことの力』、TBSブリタニカ (ISBN:4484992035) 

土屋由美『生によりそう対話ー医療・介護現場のエスノグラフィーから』新曜社 2007 ISBN4788510359 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・グループワーク（２〜６人程度：ロールプレイ、ディスカッション）による体験型の学習が中心となるため、協力的な姿勢、積極的

な受講態度が期待される。 

・講義はパワーポイントが主体。毎回の講義は Blackboard にも掲示する。積み重ねの学習であり、また、最終レポート作成のた

めにも、欠席した講義は Blackboard を確認してから参加することを推奨する。 

・リアクションペーパーについては次回以降の授業に取り上げ、学生の発言を講義に反映する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 574 - 

■AE303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE303／幼児教育学 

(Early Childhood Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子ども観と幼児教育 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 幸子(ASAI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子ども観の歴史的な変遷、およびその子ども観との関わりで保育・幼児教育がどのようなあり方をしてきたかを理解するとともに、

これからの保育・幼児教育のあり方について考察する。 

 

Students will understand the historical changes in the views of children and how child care and early childhood education have 

evolved in relation to this views, and consider the future of child care and early childhood education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

保育・幼児教育について、歴史資料、実践記録、ビデオ記録を用いて検討する。 

授業では、講義を主としつつ、適宜グループ・ディスカッションを行う。 

各回の授業の内容については、進行によって変更することもある。 

 

Students will consider child care and early childhood education using historical documents, practical written records and video 

records. 

The class will consist mainly of lectures with appropriate group discussion as needed. 

The contents covered in each class session may vary depending on progress.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 子どもの発見と保育・幼児教育 

3. 幼稚園とはどのような場所か 

4. 保育所とはどのような場所か 

5. 子ども研究の進展 

6. 子どもの権利 

7. 幼児教育の現代的課題 

8. 保育の質とは何か 

9. レッジョ・エミリアの幼児教育 

10. レッジョ・インスパイアの広がり：スウェーデン 

11. レッジョ・インスパイアの広がり：イギリス 

12. レッジョ・インスパイアの広がり：日本 

13. 保育・幼児教育の公共性 

14. これからの幼児教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の課題については適宜指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループ発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福元真由美ほか、2017、『はじめての子ども教育原理』、有斐閣 (ISBN:4641150362) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE304／比較教育学 １ 

(Comparative Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較教育学Ⅰ：開発途上国の教育課題に関する比較考察 

担当者名 

（Instructor） 
長濱 博文(NAGAHAMA HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 国際社会において、日本と同じような教育機会に恵まれた社会は極めて少ない。国家、国際機関、ＮＧＯをはじめとした様々な

アクター（行動主体）が途上国の開発教育に取り組んでいるが、特に経済状況の改善を伴わない地域においては、教育機会の改

善も困難であるのが現状である。比較教育学の観点から、教育の開発分野における問題・課題とは何か、それらの原因になって

いる要素は何か、私達にできることは何かについて考察する。 

 

One of the most persistent issues in the world today is access to education. Japan is fortunate in terms of educational 

opportunities. However, numerous countries remain disadvantaged. International actors such as nation-state/s, international 

organizations, and non-governmental organizations (NGOs) are involved in improving educational opportunities particularly in 

developing countries. Unfortunately, their some projects seem to lack significant impact in areas such as literacy levels and 

school attendance ratios. Solutions to these problems are imperative. However, international actors recognize the realities and 

complexities in providing educational opportunities for all students across the globe.  

In a course of International comparative education, fundamental questions must be raised. What are the problems and agenda on 

educational development and educational corporations? What elements are disturbing their efforts and what kinds of factors are 

effective with respect to them? In addition, the course of comparative education will explore the causes of the problems, 

challenges, and the types of educational development and cooperation processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教育学の研鑽の深まりにあわせてゼミなどで議論できるように、国際比較教育学の開発教育分野に関わる課題について基本

的理解を獲得する。さらに、現在私達の立場でできる、あるいは将来目標とする教育分野における国際開発教育・国際協力につ

いて、自ら考え、行動するための手だてとなる方法論を学ぶ。 

 

A basic level of understanding and knowledge regarding the challenges of the development education sector in the area of 

International comparative education should be acquired. 

In accordance with the goal of deepening research on the methodology of International comparative education and development 

education, the Agendas Sustainable Development Goals: SDGs of 2030 can be discussed in various active learning activities, 

such as group work, discussions, group seminars, presentations, and so on.  

As a result, the active participants can be achieved to acquire their own methodology or approach as a countermeasure to act 

in the International comparative education and development cooperation fields, which means they could have fundamentals for 

learning to know, to do, to live together, and to be, like UNESCO's framework. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コース・オリエンテーションー国際比較・開発教育に関わる諸問題と近年の動向 

2. 比較教育、開発教育に影響を与えた教育の歴史と現在の動向 

3. 比較・開発教育に対する教育学からのアプローチ（１） 

4. 比較・開発教育に対する教育学からのアプローチ（２） 

5. 比較・開発教育に対する社会学、経済学からのアプローチ 

6. 開発途上国における初等教育の現状と課題 

7. 開発途上国における中等教育の現状と課題 

8. 開発途上国における高等教育の現状と課題 

9. 開発途上国における識字・ノンフォーマル教育の現状と課題 

10. 開発途上国における職業教育の現状と課題 

11. 開発途上国におけるジェンダーをめぐる教育課題 

12. 開発途上国における健康・衛生に関わる現状と課題 

13. 紛争を経験した地域における教育と開発の課題 

14. 比較教育の研究と分析法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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事前学習は 2 時間を目安に行うこと。また、レポート（課題）などについては自主的に準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内に指示したレポート課題(2回)(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点(In-class Points)55% (最終レポート(Final Report)10%,レポート課題（１）10%,レポート

課題（２）10%,講義への積極的参加、アクティブラーニング 5%,講義への出席及び受講態度 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黒田 一雄・横関 祐見子 編、2005、『国際教育開発論―理論と実践』、有斐閣 (ISBN:978-4641076976) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中治彦 他 編、2016、『SDGs と開発教育－持続可能な開発目標のための学び－』、学文社 (ISBN:978-4762026492) 

2. 長濱博文、2014、『フィリピンの価値教育 ―グローバル社会に対応する全人・統合アプローチ』、九州大学出版会 (ISBN:978-

4798501246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE305／比較教育学 ２ 

(Comparative Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較教育学Ⅱ：開発途上国及び世界の教育課題に関する比較分析 

担当者名 

（Instructor） 
長濱 博文(NAGAHAMA HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 比較教育学Ⅱでは、前期に学んだ開発途上国を中心とした課題に対する理解をより深めると同時に、比較教育学の方法論の

観点から、開発途上国だけでなく、先進国の教育の問題をどのように考えたらよいかについて、各国間の教育に関わる諸課題

（教育制度、教育内容、各教科目、学習指導要領、教授方法など）を比較考察する。 

 

Comparative EducationⅡ will deepen your understanding of the issues on developing countries as well as developed countries 

on what we learned in the first semester, and at the same time, involve in comparative education methodology on how to think 

about each countries’ educational issues. We will consider various issues (education system, educational content, each subject, 

course of study, teaching method, etc.) from the viewpoint of comparative pedagogy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 比較教育学Ⅰと異なり、本科目前半では、比較教育学の複数の文献資料を確認し、比較分析の考察方法、分析視点について

議論する。その上で、後半では、受講生各自の興味、関心のある比較教育の分野を中心に、受講生の研究発表をもとに全体で

議論を行う。よって、調査内容の事前学習、発表資料の作成、発表、議論が科目の評価基準となる。 

 

Unlike Comparative Education I, in the first half of this course, we review several comparative education materials and discuss 

the comparative analysis considerations and analysis viewpoints. Then, in the latter half, the students will present their research 

and discuss, mainly in the field of comparative education in which they are interested. Therefore, prior studies of the topics and 

contents of the surveys, making of presentation materials, presentation, and discussions as active learning are the evaluation 

criteria of the subject. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育的事象に関する比較分析の手法（１）：オリエンテーション 

2. 教育的事象に関する比較分析の手法（２）：道徳教育の国際比較（１） 

3. 教育的事象に関する比較分析の手法（３）：道徳教育の国際比較（２） 

4. 教育的事象に関する比較分析の手法（４）：在日の方からみた日本（１） 

5. 教育的事象に関する比較分析の手法（５）：在日の方からみた日本（２） 

6. 教育的事象に関する比較分析の手法（６）：多文化教育の国際比較（１） 

7. 教育的事象に関する比較分析の手法（７）：多文化教育の国際比較（２） 

8. 教育的事象に関する比較分析：討論による比較分析対象の抽出（１） 

9. 教育的事象に関する比較分析：討論による比較分析対象の抽出（２） 

10. 比較教育学からの分析：教育制度 

11. 比較教育学からの分析：教授方法 

12. 比較教育学からの分析：職業教育・インフォーマル教育 

13. 比較教育学からの分析：インクルーシブ教育 

14. 比較教育学からの分析：地域社会における社会的学習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習は 2 時間を目安に行い、また、レポート、研究発表の準備などには自主学習、事前準備が必要となり、評価の対象とな

るので留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/研究発表（１）(20%)/レポート（１）(10%)/講義への積極的参加(5%)/出席及び受講態度(20%) 

試験問題は、すべて記述式とし、成績については出席及び講義の受講態度、積極的参加を含めて総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 北村友人 他 編、2019、『SDGs 時代の教育－すべての人に質の高い学びの機会を－』、学文社 (ISBN:978-4762028755) 
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参考文献（Readings） 

1. 田中治彦 他 編、2016、『SDGs と開発教育－持続可能な開発目標のための学び－』、学文社 (ISBN:978-4762026492) 

2. 長濱博文、2014、『フィリピンの価値教育 ―グローバル社会に対応する全人・統合アプローチ』、九州大学出版会 (ISBN:978-

4798501246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE306／教育史 ２ 

(History of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校や教育の「なぜ」をもって歴史をみる 

担当者名 

（Instructor） 
須田 将司(SUDA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）教育史実から、自らのこれまでの学びを相対化し、その意義づけを再認識することができる。 

（２）教育史実から、教育を考える豊かな視野を獲得することができる。 

（3）教育史実から、現代にも活用しうる知見（知恵や活力）を見出し、論じることができる。 

 

(1) From historical facts regarding education, students will be able to relativize their own learning up until now and to reconsider 

the significance of it. 

(2) From historical facts regarding education, students will be able to acquire rich viewpoints for considering education. 

(3) From historical facts regarding education, students will highlight insights (knowledge and activities) that also apply to 

contemporary education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義タイトルの「教育史」とは、過去に生きた人々に「活力」を得る教育学、そこから「創造」や「打開」のヒントを得る教育学のこ

とである。通史ではなく、問題史的に近世から現代までの教育史実を取り上げることで、先人の模索と成果（あるいは失敗）に学

ぶ。 

具体的には「なぜ学校にいかなければならないのか」、「学校はどのように地域に根付いたのか」、「読み書きができるとはどうい

うことか」、「言語を教育するとはどういうことか」、「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」、「教師は子ど

もとどのように向き合ってきたのか」、「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」という 7 つの問いから考えていく。テキ

ストをもとに、「現実」と取り組み合った子ども・親・教師・思想家などの姿をリアルに捉える。そんなタイムスリップと、彼等との出会

いは、現在と未来に生きようとする我々にとって単なる「知識」ではなく、「知恵」や「活力」を与えてくれる。さらに「Exercise」として、

受講者の身近な事例や現代社会に即した検討を加えることで、複雑・高度化していく現代社会と教育の可能性と課題とを考える

ことのできる力量を育んでいく。 

 

The title of this lecture, History of Education, refers to pedagogy vitalized by the people who lived in the past, as well as 

pedagogy that takes hints for creation and breakthroughs from those past figures. This lecture is not a general history, but 

instead takes on historical educational facts from the recent past until the present through critical analysis. Students will learn 

about their predecessors’ searches and successes (or their failures). 

Specifically, students will consider seven questions. 1) Why do we have to go to school? 2) How have schools taken hold in the 

local communities? 3) What ties education to the modern imperial system and what has that brought us? 4）What does it mean 

to teach languages? 5) How the war changed school and education?  6) How have teachers approached children? 7) What can 

we understand from the problems affecting children’s education? Based on the text, students will develop a realistic 

understanding of challenges facing children, parents, teachers and thinkers. Encountered through that kind of time travel, 

students will not simply learn knowledge, but will also be given wisdom and vitality. Furthermore, as an exercise, by adding 

consideration of case studies familiar to students and embedded in modern society, students will increase their ability to think 

about the problems and possibilities of education in a society that is growing more complex and advanced.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＆「なぜ学校にいかなければならないのか」①テキスト読解 

2. 「学校はどのように地域に根付いたのか」①テキスト読解 

3. 「学校はどのように地域に根付いたのか」②Exercise 

4. 「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」①テキスト読解 

5. 「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」②Exercise 

6. 「言語を教育するとはどういうことか」①テキスト読解 

7. 「言語を教育するとはどういうことか」②Exercise 

8. 「戦争は学校と教育をどのように変えたのか」①テキスト読解 

9. 「戦争は学校と教育をどのように変えたのか」②Exercise 

10. 「教師は子どもとどのように向き合ってきたのか」①テキスト読解 
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11. 「教師は子どもとどのように向き合ってきたのか」②Exercise  

12. 「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」①テキスト読解  

13. 「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」②Exercise 

14. 講義の振り返りとまとめ―今の教育改革を考える― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、授業に関連して読むべき資料類や調べるべき用語・事項を知らせる（授業内及び Blackboard）。それに基づき資料読解や

調査・資料作成などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討議・発表・質疑など(60%)/Exercise レポート(40%) 

２／３以上の出席をしていない場合は、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平田諭治編、2019 年、『日本教育史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623084517) 

 

参考文献（Readings） 

1. 須田将司、2008 年、『昭和前期地域教育の再編と教員―「常会」の形成と展開－』、東北大学出版会 (ISBN:978-4861630927) 

2. 山本正身、2014 年、『日本教育史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2131-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①授業形態について 

・適宜、パワーポイントやＤＶＤ、史料の回覧などにより、史実をリアルに捉えていく。 

・一つの問いに対し、①テキスト読解と②Exercise の構成となっている。特に②は受講者同士のグループ討議や全体討論を中心

に「問い」を明らかにしていく形態で行う。 

・資料の配布は Blackboard を通じて行う. 

②課題に対する質疑やフィードバックについて 

・Exercise レポートや授業内容に関する質疑やフィードバックは、次回授業開始時や Blackboardを通じて行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE307／教育哲学 ２ 

(Philosophy in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「子どもの哲学」実践者養成講座 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活、教育現場、街なかの哲学カフェなどで、探求的な対話の実践ができるようになる。  

 

Students will become able to have their own practical, inquisitive dialogues in daily life, in educational settings and at 

philosophical cafes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

1970 年代以降、「子どもの哲学（Philosophy for Children / P4C）」と呼ばれる哲学対話や哲学教育が、世界各地で実践されてい

ます。この授業では、受講生が「子どもの哲学」の哲学対話に参加し、ファシリテーターとしての経験を積むことを通して、哲学対

話の実践者としての技術や心構えを体験的に習得することを目指します。受け身の講義形式ではなく、受講生の主体的な参加

が求められます。履修する前にそのことをあらかじめ理解しておいてください。  

 

Since the 1970s, philosophical dialogues and philosophical education called “Philosophy for Children / P4C” has been practiced 

around the world. In this class, students will participate in philosophical dialogues facilitated by the method of “Philosophy for 

Children,” and through accumulating experience as facilitators, aim to acquire techniques and attitudes of a practitioner of 

philosophical dialogues with these in-class experiences. This is not a passive-style lecture, and students are expected to take a 

major role. Students should be aware of this before taking the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「子どもの哲学」とはどのような対話かについてのレクチャーのあと、哲学対話の体験とディスカッション（教員がファシリテー

ションを行う）  

2. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

3. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

4. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

5. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

6. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

7. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

8. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

9. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

10. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

11. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

12. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

13. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

14. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業での哲学対話に基づいて考えるためのワークシートの提出。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業各回のワークシート(80%)/最終論述(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2014、『「子ども哲学」で対話力と思考力を育てる』、河出書房新社 (ISBN:9784309624693) 

2. 梶谷真司、2018、『考えるとはどういうことか：0 歳から 100 歳までの哲学入門』、幻冬舎新書 (ISBN:4344985141) 



 - 583 - 

3. マシュー・リップマン、2015、『子どものための哲学授業：「学びの場」のつくりかた』、河出書房新社 (ISBN:9784309247014) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE308／社会教育・生涯学習論 

(Community Education and Lifelong Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「社会を発見し、編み直す運動と教育」の思想と経験 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会教育、生涯学習に関する基本的な知識や見方を身につける。 

②人びとの学びとその機会を保障するためのさまざまな営みに関心をもち、教育が人間形成にもつ意味を広く深く考えられるよう

になる。 

③自らが社会教育や生涯学習を実践する立場にあることを自覚する。 

 

(1) Students will get the basic knowledge and approaches related to community education and lifelong learning. 

(2) Students will take an interest in the education people receive and in the various activities that guarantee people the 

opportunity for education. Students will be able to think broadly and deeply about the meaning of character-building in 

education. 

(3) Students will be aware of themselves as responsible individuals to practice community education and lifelong learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会のなかで行われている人びとの学びとその機会を保障するための営みについて、さまざまな角度から考察する。制度的な

取組みのみならず、むしろそこからはみ出た形で必要となる学びを可能にするための取組みに注目したい。具体例を取り上げ検

討していく形をとるが、単なる知識や情報として受けとめるのではなく、なぜそうした機会や取組みが必要なのかを社会的な文脈

のなかで考え、自分との関わりも意識して、人びとの生涯にわたる学びの意味やそれを支えることの必要性に気づいてほしい。 

 

Students will consider, from various angles, the activities as individual lifelong learning and social support for it. The class will 

draw students’ attention not only to institutional initiatives, but also to the efforts  to make learning possible out of  those 

institutional initiatives. Students will consider specific examples to get an overall understanding. Students will not only take in 

knowledge and information, but also think about why such educational opportunities and efforts are necessary in a social 

context, and be aware of their own relationship to these efforts, and recognize the necessity of supporting lifelong learning.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会教育・生涯学習論への誘いー鶴見俊輔『教育再定義への試み』を手がかりに 

2. 社会教育法の理念と特徴とは何かー「9 条俳句」問題から考える 

3. 学校教育と社会教育ー「PTAは国家装置」という議論をあなたはどう思うか 

4. 貧困問題と社会教育①ー「子ども食堂」は貧困問題の切り札なのか 

5. 貧困問題と社会教育②ー夜間中学校が保障する学習権 

6. 貧困問題と社会教育③ー労働組合が保障する労働権 

7. 女性問題と社会教育①ー「婦人学級」の歴史的経験が問いかける学習と社会における民主主義 

8. 女性問題と社会教育②ー戦後保育所づくり運動が問う高度成長社会の子育て 

9. 女性問題と社会教育③ーウーマンリブの思想と経験 

10. 女性問題と社会教育④ーせっけん運動・生協運動に見る消費を問う運動と思想 

11. ジェンダーと社会教育ー男性性を問い直す学習と思想 

12. 子ども・若者と社会教育①ー放課後の子どもの居場所を考える 

13. 子ども・若者と社会教育②ー『ミニ・ミュンヘン』の取り組みに学ぶ 

14. まとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(40%)/授業内レポート 6 回(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (レスポンスペーパーの内容 15%,課題レポート 25%) 
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テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使わない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献リストを授業時に配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 受講者数や授業の状態をみて、講義の内容や順序を変更する場合もある。また受講者数にもよるが、意見交換や発表の場を

取り入れ、意見や考えを共有できるようにしたい。積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 586 - 

■AE309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE309／教育課程論 

(Curriculum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む） 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領を基準として、各学校において編成される教育課程について、その意義や編成の方法を理解するとともに、各学校

の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解する。 

 

With the curriculum guidelines as the basis, along with understanding the significance and development methods of the 

education plan drawn up at each school, students will understand the significance of matching curriculum and management to 

each school’s situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領の歴史的な変遷から、教育課程の意義や編成の方法を理解する。また各学校の実情に合わせたカリキュラム・マ

ネジメントのあり方を検討する。 

 

Students will understand the historical changes to the curriculum guidelines and the significance and methods of creating 

education guidelines. Students will also consider the way the curriculum and management should be in order to suit each 

school’s particular situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育課程とは何か――学習指導要領の位置づけと教育課程編成の目的―― 

2. 学習指導要領の改訂の変遷①戦後新教育期 

3. 学習指導要領の改訂の変遷②現代化 

4. 学習指導要領の改訂の変遷③新しい学力観と生活科の導入 

5. 学習指導要領の改訂の変遷④生きる力と総合的な学習の時間の導入 

6. 学習指導要領の改訂の変遷⑤知識基盤社会と確かな学力 

7. 学習指導要領の改訂の変遷⑥主体的・対話的で深い学び 

8. 教育課程編成の基本原理――経験主義と系統主義―― 

9. 教科・領域横断的なカリキュラム編成 

10. 主体的なカリキュラム編成のあり方①長期的な視野に基づいた教育課程 

11. 主体的なカリキュラム編成のあり方②児童理解に基づいた教育課程 

12. 主体的なカリキュラム編成のあり方③学校・地域に基づいた教育課程 

13. カリキュラム・マネジメントの意義 

14. カリキュラム評価の理論と実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治編、2018、『よくわかる教育課程』〔第 2 版〕（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ）、ミネルヴァ書房 

(ISBN:9784623082698) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE310／国際教育論 

(Global Education) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 瑛莉(YAMAZAKI ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、国際関係や地域間関係、グローバル化する社会に教育にどのような影響を及ぼしているか、また、教育はどのような

役割を担うかについて、明らかにすることを目標とする。特に、持続可能な開発（Sustainable Development）を前提とした国際協力

や教育開発における教育の役割や目的について、関連する論点を整理しながら議論し、理解する。 

 

本講義を通して、次の目標を達成することが期待される； 

1）国際教育学の基礎的知識を習得する 

2）持続可能な開発と教育について、多角的な視点で捉える 

3）事例をもとに、他領域の学問との連携した問題設定を行うことができる 

 

The objective of this course is to clarify what impact education has on international and regional relations, on a globalizing 

society, and on what role education can play. In particular, discuss and understand the role and purpose of education in 

international cooperation and education development on the premise of sustainable development, while organizing related issues. 

 

The following goals are expected to be achieved through this lecture: 

1) Acquire basic knowledge of international pedagogy 

2) Capture sustainable development and education from multiple perspectives 

3) Based on examples, it is possible to set problems in cooperation with academics in other fields 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の事例には、アフリカ地域を中心として取り上げる。現代アフリカ社会の現状について、持続可能な開発・社会づくりの視

点から多面的に捉えることで、教育分野の諸問題のみならず他分野との連携した課題設定、学際的視点をもつ力を養う。 

 

アフリカは、国際関係やグローバル社会において欠かすことのできない地域である。さらに、私たちが「持続可能性」を考えるうえ

で、学ぶべきことや魅力の宝庫である。生き生きとしたアフリカ社会・文化にも触れながら、教育が社会形成や未来づくりにどのよ

うな影響や役割を持つか考えていきたい。 

 

多面的な視点は多くの対話や議論を通して得られるものである。そのため、本講義ではディスカッションやワークショップなど、受

講生自身が活動する機会を積極的に設ける予定である。 

 

The examples in this lecture focus on the African region. By understanding the current state of contemporary African societies 

from multiple perspectives, from the perspective of sustainable development and social development, we will develop not only 

various issues in the education field but also issues in cooperation with other fields and develop the ability to have an 

interdisciplinary perspective. 

 

Africa is an indispensable region in international relations and the global community. Furthermore, it is a treasure trove of things 

to learn and attractive in considering "sustainability". While touching on lively African societies and cultures, this course would 

like to consider the impact and role of education on social formation and future creation. 

 

A multifaceted perspective is gained through many dialogues and discussions. For this reason, in this lecture, we plan to actively 

provide opportunities for students to participate in activities such as discussions and workshops. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

講義の目的 

2. 国際教育学とは： 

教育学における位置づけ・歴史的背景 

3. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（１）： 

アフリカと教育（被植民地化と教育） 

4. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（２）： 
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アフリカと教育（独立・近代国家形成と教育） 

5. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（３）： 

アフリカと教育（国際協力・教育開発） 

6. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（４）： 

アフリカと教育（国際社会からみたアフリカ） 

7. 持続可能な開発と教育（１） 

持続可能な開発とは 

8. 持続可能な開発と教育（２） 

持続可能な開発と国際協力・教育開発 

9. 持続可能な開発と教育（３） 

アフリカにおける持続可能な開発と教育 

10. 現代アフリカ社会と教育（１）言語・宗教 

カメルーンの事例 

11. 現代アフリカ社会と教育（２）健康・保健・衛生 

エチオピア・コートジボワールの事例 

12. 現代アフリカ社会と教育（３）人権・多文化 

南アフリカの事例 

13. 現代アフリカ社会と教育（４）国民統合 

ガーナの事例 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示する資料に目を通し、自分なりの考えを深めるとともに、日々の事象のなかで教育の意義や役割について考察す

るよう努めてください。また、本講義はディスカッションやグループワークを行うため、積極的な参加を求めます。議論に主体的に

取り組めるよう、事前事後の準備や復習もおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加態度(20%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定せず、講義内で参考資料等を提示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石附実、1998、『比較・国際教育学』、東信堂 

2. 田中治彦/三宅隆史/湯本浩之編、2016、『SDGs と開発教育：持続可能な開発目標のための学び』、学文社 

3. 蟹江憲史編、2017、『持続可能な開発目標とは何か』、ミネルヴァ書房 

4. 澤村信英、2007、『アフリカの教育開発と国際協力』、明石書店 

上記以外にも授業内にて、参考文献や資料等を提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE311／環境教育論 

(Environmental Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境教育とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
岩松 真紀(IWAMATSU MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「環境教育論」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境を守るとはどういうことか、環境教育とは何か。私たちの暮らしや経済をめぐる問題までの視野を持って環境教育を議論でき

るようになることを目標とします。 

 

What does it mean to protect the environment and what is environmental education? Students will develop perspectives on 

issues involving our lifestyles and economies, with the goal of becoming able to discuss environmental education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内に限らず地球的規模で環境破壊が進み，どのような持続可能な社会をどうやって実現するのかが問われ、そのための

教育が求められています。環境教育について、その方法も含めてグループワークなどを取り入れながら学んでいきます。  

 

Environmental destruction is progressing not only in Japan but also on a global scale, so what kind of sustainable society can be 

created and how? Education regarding these issues is needed. 

Group work will be incorporated so that students will learn about environmental education and its processes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 環境教育が提唱されてきた背景 

3. 環境教育とは何か（１） 

4. 環境教育とは何か（２） 

5. 環境教育とは何か（３） 

6. 子どもと環境教育 

7. 自然体験と環境教育 

8. 公害と環境教育（１） 

9. 公害と環境教育（２） 

10. 公害と環境教育（３） 

11. 食と農と環境教育 

12. 自然災害と環境教育 

13. 環境教育と地域づくり 

14. 全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で配布した資料を使用し、事前事後学習に取組んでください。さらに参考文献を必要に応じ提示しますので、興味のあるもの

を授業の前後に読み理解を深めてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容や授業で課せられる課題の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本環境教育学会編、2012、『環境教育』、教育出版 (ISBN:9784316803159) 

2. 朝日新聞科学医療グループ編、2011、『やさしい環境教室 環境問題を知ろう』、勁草書房 (ISBN:9784326653652) 

3. 朝岡幸彦編著、2016、『入門 新しい環境教育の実践』、筑波書房 (ISBN:9784811904900) 
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4. 阿部治・野田恵編著、2019、『知る・わかる・伝える SDGs Ⅰ 貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生』、学文社 

(ISBN:9784762029233) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講者の関心等にそうかたちで授業計画を一部変更する可能性があります。グループワークや討論を行います。積

極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育と表現 

(Artistic Expression in Education) 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 良平(KONDOU RYOUHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 60 名 

 

2020 年 4 月 22 日付 開講学期変更 

春学期➔秋学期 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「表現」は，人間にとって必要不可欠な一要素である。その中でも，最もプリミティブな「身体」から発せられる表現について学ぶ。  

 

“Expression” is an indispensable part of being human. Students will learn about the most primitive type of expression, body 

language.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「教わる」事と「教える」事は自己表現のためには必要な感覚である。この授業では，ノンバーバルな視点から「からだ」の気づき，

「からだ」の持つ力を共に考え，「表現する」事がいかに大切であるかを模索していきたい。「からだ」の行為という視点で授業をす

すめて行きます。  

 

The awareness that teaching and being taught are necessary for self-expression. In this class, students will strive to 

understand how important expression is from a non-verbal viewpoint, as well as noticing the body and thinking about how much 

power it has. Class will proceed with an emphasis on the physical actions of the body.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. からだの役割，大きさを学ぶ    

2. ストレッチなど，からだをほぐすという事  

3. からだ気づきの視点から   

4. ２人組による動き 

5. 集団による動き   

6. 相手に伝えるという事 

7. ノンバーバルコミュニケーションの試み 

8. 枠にとらわれない動き  

9. 空間の大きさを知る   

10. 言葉と動き  

11. 動きを観る，評価する   

12. 動きを創作する「振り付け」という事 

13. パフォーマンスを考える 

14. 自己表現，発表   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常の「動き」を観察する  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(70%)/発表内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献 近藤良平著『からだと心の対話術』（河出書房新社） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE313／教育臨床論 

(Clinical Science of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表現行為と人間の変容 

担当者名 

（Instructor） 
花崎 摂(HANASAKI SETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

応用演劇を中心とする表現行為と人間の関係性について考察する。演劇において、表現することと表現を受け止めることは不可

分で、その相互性を通じて自己認識と他者認識を深めることができる。自己を肯定し、また他者を肯定することを可能にするベー

スとなる身体の感覚をひらき、他者との関係性を深く考察することを目指す。 

 

Students aim to consider the relationship between act of expression, especially applied theater, and human beings. In theater, 

expressing and accepting expression are inseparable, and through their reciprocity, one can deepen self-awareness and 

awareness of others. It aims to inspire the body senses that is the basis for affirming oneself and affirming others, and to deeply 

consider the relationship with others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

応用演劇は、近代における芸術表現としての演劇を拡張し、演劇が本来持っている教育的機能や回復、再生の機能などに再度

注目し、その思想と方法を蓄積してきている。過度な緊張を伴わずに誰もが表現しうるように工夫されたシアターゲームなどをワ

ークショップ形式で経験しながら、表現行為の持つ可能性とそれを可能にする条件について考察する。 

 

Applied drama/theater has expanded drama as a form of artistic expression in modern times, and has re-focused on drama's 

inherent educational, recovery, and regenerative functions, accumulating its thoughts and techniques. Theater workshops, which 

consist of various theater games, etc., is designed so that anyone can express it without undue strain. We consider the 

possibilities of expression and the conditions that make it possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「人間のからだは生きた水袋」ー野口体操１ 

3. 「からだとの対話」ー野口体操２ 

4. 遊びの絵地図１ 

5. 遊びの絵地図２ 

6. モノと空間をからだで表す 

7. 音を聞く、音を表す 

8. 障害をどう捉えるか 

9. 聞き書き１ 

10. 聞き書き２ 

11. イメージ・シアター１ 

12. イメージ・シアター２ 

13. フォーラム・シアターの試み 

14. 表現と関係のなかで生きる人間について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に、感じたこと、思ったこと、考えたことを記述しておくこと。それらを次の授業までにふりかえっておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー（授業 8回分）(40%) 

【変更前】平常点 100％（最終レポート(Final Report)40%, 表現活動への貢献 40%, リアクションペーパー20%） 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献等はプリントで配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に、必要に応じて紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE314／教育臨床心理学 

(Clinical Psychology of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特別な教育的ニーズのある子どもへの支援 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 明子(TANIGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 教育現場における育ちの支援を心理学という学問的立場を基礎にどのように行えばよいだろうか。本授業では、特に、発達障害

と病弱・身体虚弱という２つの障害に焦点をあて、昨今の教育現場で大きな課題となっている特別な教育的ニーズのある子供へ

の支援について理解を深め、現場実践の基礎を構築することを目的とする。 

 

 How should we support development as a person in educational settings based on an academic position known as psychology? 

Supporting children with special educational needs has became a major issue in contemporary educational settings. In this class, 

students will deepen their understanding of supporting those children and aim to develop the basics of on-site practical 

application, with a special focus on two disabilities: developmental disabilities as well as health impairments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は、講義・DVD 視聴・グループワークによって進める。受講生の人数によっては、学生のみなさんの発表も組み入れてい

く。 

 

 Class will involve lectures, DVDs and group work. Depending on the number of students, students may also be put into teams 

for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・特別支援教育とは 

2. 特別支援教育の現状と課題 

3. 障害者差別解消法とは何か 

4. 発発達障害の理解と支援(1)：自閉症スペクトラム 

5. 発達障害の理解と支援(2)：学習障害 

6. 発達障害の理解と支援(3)：注意欠陥多動性障害 

7. 思春期の発達障害 

8. 院内学級における支援の実際：DVD 視聴 

9. 病弱教育の現状と課題 

10. 病弱児の心理 

11. 病弱児をめぐる諸問題：告知と就労支援 

12. 障害児・者のきょうだいの心理と支援 

13. 特別支援教育における保護者支援 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習：事前にテキストや指示された資料の該当箇所を読んでおくこと（1 時間-2 時間）。 

・復習：授業後なるべく早いタイミングでテキスト・配布資料およびノートを読み返し（1 時間）、次の授業までに疑問点をまとめてお

くこと（1 時間）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本育療学会編、2019、『標準「病弱児の教育」テキスト』、ジアース教育新社 (ISBN:978-4863714939) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口明子、2009、『長期入院児の心理と教育的援助―院内学級のフィールドワーク 』、東京大学出版会 (ISBN:413016113X) 

2. 副島賢和、2015、『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ: ぼくが院内学級の教師として学んだこと』、学研教育みらい 
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(ISBN:4054062962) 

3. 国立特別支援教育総合研究所編、2015、『特別支援教育の基礎・基本 新訂版』、ジアース教育新社 (ISBN:978-4863712973) 

その他、テーマに関連する参考図書・論文を随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE315／発達心理学 

(Developmental Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の発達に対する生態学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達心理学の基礎的な知見を学び、生態学的見地から発達を支える環境について考察する。 

 

In this course, we aim to learn basic knowledge of developmental psychology and discuss the environment that supports human 

development from an ecological viewpoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、発達心理学の基礎的なトピック、人の発達をめぐる理論的問題、また支援の現状について学ぶ。それらを踏まえたうえ

で、生態学的な視座から、人が育つ環境がどのような構造をなしているのか、どのような発達資源が潜在しているのかについて

考える。最後に、乳幼児から児童期の学びにとって重要な遊びをとりあげ、具体的事例を通して発達とそれを支える環境につい

て議論する。 

 

In the first half, students will learn basic topics of developmental psychology, theoretical issues regarding human development, 

and the latest developmental supports. Based on these, from an ecological point of view, we will consider environmental 

structure that people grow up in and potentially available developmental resources. In the second half, we discuss children's 

play that provides important learning opportunities. Through sharing concrete examples, we will discuss environment that 

supports human development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：発達心理学とは何か 

2. 知覚と運動の発達 

3. 認知の発達 

4. コミュニケーションの発達（１） 

5. コミュニケーションの発達（２） 

6. 発達段階をめぐる諸理論 

7. 発達課題と支援（１） 

8. 発達課題と支援（２） 

9. 生態学的な見方（1） 

10. 生態学的な見方（2) 

11. 人が育つ環境（１） 

12. 人が育つ環境（２） 

13. 子どもの遊び（１） 

14. 子どもの遊び（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を図書館などで調べ読むこと。他の履修者と自主ゼミなどを通して議論することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 若井邦夫、2006、『グラフィック乳幼児心理学』、サイエンス社 

2. エドワード・S. リード、2000、『アフォーダンスの心理学―生態心理学への道』、新曜社 

3. 麻生武、1998、『遊びという謎』、ミネルヴァ書房 
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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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■AE316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE316／現代教育の諸問題 １ 

(Issues in Contemporary Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
司法犯罪心理学から見る教育・発達・福祉 

担当者名 

（Instructor） 
熊上 崇(KUMAGAMI 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育現場で見られる非行や不登校，虐待などの背景を理解し，支援するにあたって司法・犯罪心理学の理論と知見に学ぶことが

有用である。また，子どもの不登校や不安定状態の背景には，離婚，親権や養育費，面会交流の問題もあるため，こうした司法

分野，家事に関する知見を身につける。  

 

It is useful to understand the background of delinquency, truancy and abuse observed in upbringing and to learn from the theory 

and findings of Forensic and Criminal Psychology as well in providing support. In addition, since divorce or issues concerning 

parental authority or parenting time lies in the back of children's truancy or instability, students will learn knowledge concerning 

judicatory and Family Court. 

 

授業の内容（Course Contents） 

少年非行や近年見られる発達障害や精神障害などを有する触法行為のメカニズムについて概説する。また，子どもの不安定要

因ともなりうる離婚，親権，養育費，面会交流などの問題をとりあげる。いずれもケース・スタディを通じて理論と支援方法につい

て学ぶ。 

 

The mechanism of criminality will be outlined that is involved with juvenile delinquency, developmental disorder or mental 

disorder. The issues of divorce, parental authority or parenting time will be discussed as well which might be causes of the 

instability of children. Theories and support methods will be learnt on all above through case studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 司法犯罪心理学と学校・教育との関係 

2. 少年法概説 

3. 子どもの貧困と司法事例（ケーススタディ） 

4. 子ども虐待と司法事例（ケーススタディ） 

5. 発達障害と司法事例（ケーススタディ） 

6. 精神障害と司法事例（ケーススタディ） 

7. 治療的司法〜触法行為は罰するべきか治療すべきか（ケーススタディ） 

8. 矯正施設（少年院・刑務所など）退所後の地域生活定着支援（ケーススタディ） 

9. 離婚と親権が子どもに及ぼす影響（ケーススタディ） 

10. 養育費に関する問題（ケーススタディ） 

11. 面会交流に関する問題（ケーススタディ） 

12. 離婚・親権，面会交流と司法事例（ケーススタディ） 

13. 学校と司法機関との連携（ケーススタディ） 

14. 司法犯罪心理学と特別支援教育（ケーススタディ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを読んで予習すること，実際に社会で起きている触法事例（少年事件，虐待事件など）に関心を持つこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびリアクションペーパー(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 熊上崇、2020、『ケースで学ぶ司法犯罪心理学』、明石書店 (ISBN:9784750350097) 

 

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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■AE317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE317／現代教育の諸問題 ２ 

(Issues in Contemporary Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
開発とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
中村 雪子(NAKAMURA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、グローバル化が加速する現代において教育に取組みにあたり重要となる、次の 4 点を目的とする。 

１．「開発とジェンダー」の基本を学ぶ。 

２．国際社会（特に開発途上国）におけるジェンダー課題と取り組みを知る。 

３．先進国である日本に生きる私たち自身の立場性を批判的に捉えなおす。 

４．遠くの社会で起きているように見えることが私たちが生きている社会と地続きの問題であり、さらには、私たち自身の問題であ

ると捉えるための思考枠組みを身に付ける。 

 

This course has four objectives.  

1. Students will learn basics of theory of “Gender and Development”. 

2. Students will understand gender issues and agendas in international/global society (especially concerning about developing 

countries) 

3.Students will rethink their own positionality, living in developed country critically.  

4. Students will acquire important frameworks for education, in an era of accelerating globalization, through which frameworks 

students will become to consider how they are connecting with global issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェンダー／セクシュアリティの理論、フェミニズム思想を学んだうえで、具体的事例として、持続可能な開発目標、軍事化とジェ

ンダー、リプロダクティブ・ヘルス/ライツとジェンダー、開発途上国の女性工場労働者、移住女性家事労働者、イスラーム教徒の

女性とヴェールなどのテーマを取り上げる予定である。 

基本的には講義であるが講義中に学生との質疑応答、ディスカッションを行い、インタラクティブな形式で講義を行う。 

 

Students will learn gender/sexuality theory, feminism and global gender issues through examining particular cases, “Sustainable 

Development Goals”, trafficking, militalization and gender, reproductive health rights, women factory workers in developing 

countries, foreign domestic workers in developed country, muslim women and scarf . 

This course will be consisted of lectures basically, including discussions and watching documentary movies in some cases.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ジェンダー概念を学ぶ① 

3. ジェンダー概念を学ぶ② 

4. フェミニズム思想の多様性 

5. 持続可能な開発目標とジェンダー 

6. 人身取引とジェンダー 

7. 軍事化とジェンダー①映像鑑賞 

8. 軍事化とジェンダー②講義 

9. リプロダクティブヘルス・ライツとジェンダー 

10. 経済のグローバル化の進展とジェンダー①映像鑑賞：発展途上国における縫製工場労働に関連するドキュメンタリー映画

を鑑賞する。 

11. 経済のグローバル化の進展とジェンダー②：ファストファッションから考える国際分業とジェンダー 

12. 経済のグローバル化の進展とジェンダー③：再生産労働のグローバル化と外国人女性家事労働者 

13. イスラーム教徒女性とヴェール 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/中間課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜必要な資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 天野正子、伊藤公雄、伊藤るり他編、2011、『新編日本のフェミニズム９ グローバリゼーション』、岩波書店 

(ISBN:9784000281447) 

2. 大沢真理編、2011、『公正なグローバル・コミュニティを : 地球的視野の政治経済』、岩波書店 (ISBN:9784000284745) 

3. 千田有紀、中西祐子、青山薫著、2013、『ジェンダー論をつかむ』、有斐閣 (ISBN:9784641177161) 

4. 田中由美子, 大沢真理, 伊藤るり編著、2002、『開発とジェンダー : エンパワーメントの国際協力』、国際協力出版会 

(ISBN:4906352383) 

5. 伊豫谷登士翁編、2011、『経済のグローバリゼーションとジェンダー』、明石書店 (ISBN:4750314722) 

6. アジア女性資料センター、『女たちの 21 世紀』（アジア女性資料センター機関誌）各号 

7. チャンドラ・タルパーデー・モーハンティー（堀田碧監訳）、2012、『境界なきフェミニズム』、法政大学出版局 

(ISBN:9784588603235) 

文献リストを最初の講義時に配布する。 

毎回の講義時にも適宜示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE319／子ども文化論 

(Child and Youth Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
絵本論／読解と創作 

担当者名 

（Instructor） 
広松 由希子(HIROMATSU YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「絵本」を通して、子どもの文化についての思考を深め、子どもたちと共有できる豊かな視覚言語を身につける。 

 

This class will deepen students’ understanding of thoughts on children’s culture through picture books, and help them become 

competent in the visual language that can be shared with children. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古今東西の絵本を広く紹介し、絵本を多角的に読み解いていく。講義だけでなく、ワークショップや試作を通して、絵本というメディ

アの特性を体感してもらい、子どもたちに伝えたい絵本文化について共に考える。 

 

The class will introduce picture books from all ages and countries and how to analyze them multi-directionally. This class 

includes not only lectures, but also workshops and trial production so that students will get a feeling for the characteristics of 

picture books as media and think about the picture book culture they want to convey to children. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 絵本とはなにか -身体で読む-  

2. 絵本の解剖 -深読みの悦び- 

3. 方向性とリズム -日本の絵本の特色- 

4. サイズと形 -モノが語ること- 

5. 種からアイディアへ -日常の気づきから- 

6. 登場人物と擬人化 -愛すべきキャラクターとは- 

7. 絵本の世界をイメージする -見えないところを作り込む- 

8. 物語と展開 -プロットを考えてみる- 

9. 視点と構図の変化 -絵コンテを描いてみる- 

10. 絵本の「ことば」 -小型ダミーで確かめる- 

11. 表現と技法 -鉛筆から Pencilまで- 

12. 読めない絵本を読む -国境を超えて- 

13. 絵本と社会 -3.11 後の絵本- 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

特に絵本を自分で選び、授業に持参してもらうことがあるので、留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した提出物(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 広松由希子、2013、『きょうの絵本あしたの絵本』、文化出版局 (ISBN:9784579304431) 

2. 金原瑞人／ひこ・田中、2018、『13 歳からの絵本ガイド YAのための 100 冊』、西村書店 (ISBN:9784890137879) 

3. まとりょーしか、2003、『小学生が好きになる こんなに楽しい子どもの本』、メイツ出版 (ISBN:9784895776226) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義とあわせ、ワークショップ（簡単な絵本の試作等）を適宜行う。 
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受講者の人数や制作などの進度によって、授業計画は変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE320／哲学的人間学 

(Phylosophical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽の哲学入門 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「哲学的人間学」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は次の二つです。（1）「芸術とは何か」という大きな問いのもと、私たちがふだんよく考えず受け入れている事柄を

吟味し、主体的かつ論理的に考える能力を養うと同時に、他人と議論する際に必要なマナーを身につける。（2）芸術活動という観

点から人間とは何であるかについて考えながら、分析美学の初歩的な知識を習得する。 

 

The goals of this class are twofold. (1) We will address the important question of "What is art?" to develop the ability to 

critically analyze things we usually take for granted and enter into a discussion with others. (2) Students will acquire a basic 

knowledge of Analytical Aesthetics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

芸術活動、とりわけ音楽は、どの時代にもどんな文明にも確認できる。つまり、芸術とは、きわめて人間的な活動である。この授

業では、次のような問題を概説する。芸術と芸術でないものの違いとは何か。芸術鑑賞にはどのような能力が必要とされるのか。

作者が作品を通して感情を表現するとはどのようなことか。鑑賞によってどのような感情が生じるのか。芸術鑑賞がもたらす崇高

で神秘的な体験はどのようにして可能になっているのか。 

 こうした問題は、絵画でも、彫刻でも、演劇でも、どのような形式の芸術でも生じうるものだが、この授業では主に音楽を取り上

げる。 

 

Every age and culture creates its own form of art. So it seems that art is very human activities. But what is the difference 

between art and non-art? What abilities are needed to appreciate art? What does it mean for someone to express their feelings 

through their work? What kind of feeling is conveyed? These questions can arise in the area of Painting, Sculpture, Theater, or 

any form of art, but this class will focus primarily on music. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 芸術とは何か（１）鳥の歌と音楽 

3. 芸術とは何か（２）合目的性と伝統 

4. 芸術とは何か（３）現代アート 

5. 鑑賞と知識（１）言語 

6. 鑑賞と知識（２）知識と技能 

7. 鑑賞と知識（３）美的性質と歴史的性質 

8. 芸術と感情（１）表現 

9. 芸術と感情（２）喚起 

10. 芸術と感情（３）想像 

11. ここまでの復習と見通し 

12. 美と崇高（１）精神性 

13. 美と崇高（２）表象 

14. 美と崇高（３）例示、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定教科書を事前に読み、授業後は自分のノートを整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内の発言、中間提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. セオドア・グレイシック、2013、『音楽の哲学入門』、慶應義塾大学出版 (ISBN:9784766425888) 
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授業では、指定された教科書に基づいたスライドを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE321／教育心理学 ２ 

(Psychology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
授業の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
鹿毛 雅治(KAGE MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業という教師の営みと、授業における子どもの学びについて、教育心理学の知見に基づいて認識を深めることをねらいとしま

す。 

 

In this class, students will deepen their understanding of the relationship between child learning and teaching practices in the 

class from the viewpoint of educational psychology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．授業とは教師にとってどのような営みなのか。 

２．子どもたちは授業をどのように体験するのか。 

３．子どもたちは授業を通して何を学び、どのように成長するのか。 

４．教師は授業を教育環境としてどのようにデザインしていくのか。 

５．よい授業とは何か。それをどのように説明できるか。 

 

1. Creating the learning environments for supporting children’s development as the teachers’ professional practice. 

2. The experiences in the class for each child. 

3. Development and learning throughout the child experience in the class. 

4. Designing of educational environment as the teachers’ practice. 

5. Ideals and principles of the learning environments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 授業とは何か 

3. 授業のしくみとはたらき 

4. 教育環境としての授業１ 

5. 教育環境としての授業２ 

6. 授業における子どもの学び１ 

7. 授業における子どもの学び２ 

8. 授業における子どもの学び３ 

9. 授業の構想と展開１ 

10. 授業の構想と展開２ 

11. 授業の構想と展開３ 

12. よい授業とは何か 

13. よい授業を実現するための条件 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題レポートの作成、テキストの自習などが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題レポート（随時、授業内で提出）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鹿毛雅治、2019、『授業という営み』、教育出版 (ISBN:978-4316804590) 

授業や課題レポートで活用しますので、履修希望者は必ず購入してください。 

 

参考文献（Readings） 
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適宜、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE322／教育社会学 ２ 

(Sociology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知の座標軸を習得する教育臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生一人ひとりが問題意識を持って現代の教育社会と人間のありように向き合うことができるよう、また、現代社会における

種々の教育問題を読み解く知の座標軸を習得することができるようにすることが講義の目標である。 

 

The goals of the course are for each student to have an awareness of the issues to be able to face the present state of 

modern educational society and people, as well as for students to be able to interpret various educational issues in modern 

society with an axis of knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育社会学に学ぶ上で知っておくべき主要な理論家、思想家の仕事（問題意識と理論化への道筋）に学びつつ、いじめ・不登校

問題、学力問題等々から最現在の教育・社会・文化的諸問題のありように至るまで、学問的な語り方と創造性の開発へと誘うこと

にしたい。 

 

In Sociology of Education, students will learn the work of the main theorists and thinkers (awareness of issues and the path to 

developing theories) as well as being invited to academically discuss and develop the creativity to handle issues ranging from 

bullying, non-attendance and learning ability issues to contemporary educational, social and culture issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. カナリアとフクロウ（研究は業界にとって有益で意義のある情報を引き出すべき、なのか） 

2. 人づきあいは、なぜ大切か（ジンメルほか） 

3. まじめに働けば、人は救われるのか（ウェーバーほか） 

4. 自殺について考えよう（デュルケムほか） 

5. “私”とは“私たち”である（クーリー＆ミードほか） 

6. 地域を知り・振り返り・改善する（ハルハウスほか） 

7. エンパワメント・エンカレッジメントすることの大切さ（即興演劇の創造/演劇の知＝臨床の知） 

8. パフォーマンスを研究すること、相手の立場に立ってみること（竜安寺石庭など） 

9. 自律・共生の作法（リテラシーについて） 

10. 生きる希望（フォーラムシアター/応用演劇/問題解決の主体） 

11. 自由への賛歌（公民権運動/ウッドストック/新しい女性の創造） 

12. あたり前を読み解く方法（知覚の衝突/違背実験/エスノメソドロジー） 

13. 会話を分析すると何が見えてくるのか（自己執行カテゴリーと社会変革） 

14. 誰の立場に立つべきか（人間学としての教育臨床社会学） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義毎に、必ずひとつ、教育について考え、問題と向き合ううえで有意味な語り方や実践の仕方が含まれています。毎回の授業

終了時に、自分なりに理解した内容をまとめ、次回の講義開始時に再度振り返り確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小レポート(60%)/授業内最終レポート(40%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献等はプリントで配布する予定 

 

参考文献（Readings） 

授業中に必要に応じて紹介する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE324／キリスト教と教育 ２ 

(Christianity and Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「哲学的人間学」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

AA370「キリスト教学講義 16（キリスト教と教育 2）」と同一科目。重複履修不可。教育学

科の学生は AE324 の科目コードで登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において、教育は、社会の仕組みやその変化のキーポイントとなってきた。教育の理解が深まれば深まるほど、社会の

仕組みやその変化の理解が深まる。こうした教育と関わるキリスト教ならびに宗教的な問題に光をあてることで、現代社会におけ

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is one of the keys for social mechanisms and their changes. The more students deepen 

their understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By 

shedding light on issues of education related to Christianity and other religions, this course is designed for students to gain 

insights on the place and role of Christianity and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで、キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。「キリスト教と教育１」では日本に重

点をおくが、本講義では日本以外の国を対象とする。キリスト教が多数派の国々のうち、欧米諸国に加え、アジアからフィリピンを

取り上げ、そこでの公教育と宗教の問題をみていく。 

 

Among education-related issues, the issues involved with religions, especially with Christianity, will be chosen for discussion. 

While "Christianity and Education 1" focuses on Japan, this course focuses on countries other than Japan. Europe and America 

as well as the Philippines from Asia will be selected, and issues concerning public education and religion in those countries will 

be studied. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. キリスト教教育をみる視点 

3. 欧米諸国１ 

4. 欧米諸国２ 

5. 欧米諸国３ 

6. 欧米諸国４ 

7. 欧米諸国５ 

8. フィリピンの宗教教育:背景 

9. フィリピンの宗教教育:制度成立１ 

10. フィリピンの宗教教育:制度成立２ 

11. フィリピンの宗教教育:制度展開１ 

12. フィリピンの宗教教育:制度展開２ 

13. フィリピンの宗教教育:制度展開３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間内に Blakboard で複数回行う小テスト(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

2. 市川誠、1999、『フィリピンの公教育と宗教』、東信堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 614 - 

■AE326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE326／人間と哲学 １ 

(Lectures on Humanity and Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「西洋哲学」で「哲学する」 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可              AU325「哲学概論 1」と同一科

目。重複履修不可。教育学科以外の学生は AU325で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・西洋哲学の基本的な流れや重要な考えを理解する。 

・「哲学する」仕方の基本を身につける。 

・自分で「哲学する」ための道具として西洋哲学の枠組みを理解する。 

 

・ Understand the basic flow and important ideas of Western philosophy. 

・ Learn how to “philosophize” by yourself. 

・ Understand the framework of Western philosophy as a tool for "philosophize". 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に西洋哲学史の流れに沿った講義をします。ただし、哲学者の名前と概念を暗記することを目指すことはしません。「哲

学」とは、覚えることではなく、自ら考えることにありますので、自ら「哲学する」ことができるために、そのツールとして、西洋哲学

の歴史や基本的な考え方を身につけることを目指します。 

 

そのため、できるだけ履修者とのインタラクティブな対話を設ける予定です。まず毎回日常的な場面で発せられる「問い」を提示し

ますので、履修者は事前にそれを考えてもらいます。それへの応答というかたちで、西洋哲学の考え方を説明していきます。授業

中でも履修者との対話をできるだけ設ける予定です。 

 

For this reason, we plan to have interactive dialogue with students as much as possible. The students will be required to answer 

in advance to questions that can be asked in everyday situations. The course will be proceeded in response to the answers, by 

using ideas elaborated in Western philosophy. We plan to have as much dialogue with the students as possible during class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「哲学する」とは 

2. プラトンとアリストテレス 

3. キリスト教とスコラ哲学 

4. デカルトとパスカル 

5. スピノザとライプニッツ 

6. ヴォルテールとルソー 

7. カントとヘーゲル 

8. マルクス、ニーチェ、キルケゴール 

9. ベルクソンとフッサール 

10. ウィトゲンシュタインとハイデガー 

11. サルトルとレヴィナス 

12. 構造主義とポスト構造主義 

13. 分析哲学 

14. 現代のさまざまな哲学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の講義で扱う「問い」についてあらかじめ考え、Blackboardに投稿してください。 

中間レポートでは、授業で扱う哲学者のテクストについて、関心をもったものについて参考文献を参照しながらまとめていただき

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加度(30%)/中間レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業参加度 30%,中間レポート 20%) 
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テキスト（Textbooks） 

用いません（適宜プリントを配布します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 貫成人、2008、『図説・標準 哲学史』、新書館 

2. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史―古代から中世へ』、岩波書店 

3. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史―近代から現代へ』、岩波書店 

そのほか適宜授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE327／人間と哲学 ２ 

(Lectures on Humanity and Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
基本用語集による中国哲学史 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可              AU326「哲学概論 2」と同一科

目。重複履修不可。 

教育学科以外の学生は AU326で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、 

（１）中国哲学史についての基礎的な知識について説明できること、 

（２）重要な理論や概念を理解し、哲学的問題の思考に適用できること、 

である。 

 

The goals of this coursse are to 

(1) obtain basic knowledge about the history of Chinese philosopy. 

(2) be able to understand important theories and concepts in Chinese phiosophy, and apply them to thinking on philosophical 

issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストとして中国思想の基本用語集を用い、それにもとづいて中国哲学史の概要を説明する。重要な理論については、それを

手がかりとしてどのような哲学的思考が展開できるかという可能性についてもあわせて説明する。 

 

Using a basic glossary of Chinese thought as a textbook, I will outline the history of Chinese philosophy based on it. For 

important theories,  

I will also explain the possibility of developing philosophical thinking with them as clues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 伝統文化―三千年の歴史を彩る―（１） 

3. 伝統文化―三千年の歴史を彩る―（２） 

4. 儒教―中国思想の本源―（１） 

5. 儒教―中国思想の本源―（２） 

6. 諸子百家―深まりゆく思索―（１） 

7. 諸子百家―深まりゆく思索―（２） 

8. 道教・仏教―人々の心を支えるもの―（１） 

9. 道教・仏教―人々の心を支えるもの―（２） 

10. 近世思想―朱子学・陽明学の世界―（１） 

11. 近世思想―朱子学・陽明学の世界―（２） 

12. 明末清初から近代―新中国への胎動―（１） 

13. 明末清初から近代―新中国への胎動―（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲として指示された範囲のテキストを読み、その内容にかかわる課題（Blackboard 上に小テストを設定する）に対応したう

えで授業に臨むこと。各回の予習範囲については第１回の資料で提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/予習テスト(20%)/コメントペーパー(20%) 

予習テストとコメントペーパーの提出窓口は BlackBoard上に設定する。<BR>コメントペーパーは出席確認を兼ねる。なお、75%以

上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class 

Points)40% (予習課題 20%,コメントペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 湯浅邦弘編著、2020 年 2,808 円、『中国思想基本用語集』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623087365) 
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授業時には資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンヌ・チャン、2010、『中国思想史』、知泉書館 (ISBN:9784862850850) 

2. 湯浅邦弘編著、2010、『概説 中国思想史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623058204) 

3. 溝口雄三ほか編、2001、『中国思想文化事典』、東京大学出版会 (ISBN:9784130100874) 

その他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習課題等のために Blackboard を用いる予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE401／情報教育論 

(IT and Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育社会と情報・メディア 

担当者名 

（Instructor） 
大多和 直樹(OTAWA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ICTを含むメディアが学校教育やそれを取り巻く社会にどのような影響をもたらすのかについて説明できる 

・学校教育とメディアについて歴史を含めて説明できる 

・デジタルメディアが子ども／若者の生活世界に与える影響について説明できる。 

・情報社会(消費社会)と学校社会の関係について説明できる 

・AI とどう付き合うか、について考えを深める 

 

The objects of this class are as follows. 

・We can explain what kind of influence the media including the ICT brings the society surrounding school education. 

・We can explain school education and the media including a history 

・We can explain the influence that digital media gives in the life of child/youth. 

・We can explain relations of information society (consumer society) and  the school society. 

・We deepen a thought how you go out with AI. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本授業の情報教育論とは、ICT を授業等でどう利用するか、といった狭い範囲のものではない。 

 ICTを含むメディアが学校教育やそれを取り巻く社会にどのような影響をもたらすのか、そのことを一人一人がどのように考えて

いくのか、について扱っていく。 

 授業内容の柱は、以下の通り。 

 ・学校教育とメディア 

 ・子ども／若者の生活世界とデジタルメディア 

 ・情報社会(消費社会)と学校社会 

 ・AI とどう付き合うか 

 

The media study of education in this class is not the thing of the small range that how uses ICT by classes. 

 We treat it what kind of influence the media including the ICT brings the society surrounding school education and it how each 

one thinks about it. 

 The subjects of class contents are as follows. 

 ・School education and the media 

 ・Life of child/youth and digital media  

 ・Information society (consumer society) and school society 

 ・How do you go out with AI? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：教育社会と情報・メディアの見取り図 

2. ＜学校教育とメディア＞ 

(1)古いニューメディアとしての鉛筆とノート 

3. (2)旧来の学校教育をＩＣＴがどう変えるのか[授業] 

4. (3)旧来の学校教育をＩＣＴがどう変えるのか[学校システム] 

5. (4)学校における情報政策を読む 

6. (5)新しい学校教育で育てるべきものは何か 

7. ＜子ども／若者の生活世界とデジタルメディア＞ 

(1)デジタルネイティブの生活誌 

8. (2)日本社会は映像メディアをどのように受容してきたか 

9. (3)悪影響論を考える 

10. ＜情報社会と学校社会＞ 

(1)情報社会と学校社会の相容れない文化 

11. (2)消費文化を考える 
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12. ＜ＡＩとどう付き合うか＞ 

(1)ＡＩとは何か 

13. (2)ＡＩ時代の人間の生き方を考える 

14. まとめ：情報・メディアのインパクトをどう考えるのか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配付資料を読んでいることを前提に授業を進めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー含む授業参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず、授業内で必要な情報をプリント等で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

参考図書は用いず、授業内で必要な情報をプリント等で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE402／カウンセリング 

(Counselling) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分らしさを活かしたカウンセリングマインドを探る 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 由美(TSUCHIYA YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

カウンセリングの諸理論の概論と基礎的な技法の学習と並行し、対話のダイナミックスや自身のコミュニケーションスタイルを再

考し、自分らしさを活かしたカウンセリングマインドの探求を目標とする 

 

In parallel with an overview of counseling theories and learning basic techniques, students will reconsider the dynamics of 

dialogues, and their own communication styles. The goal of this class is to find their own way of counseling mind. 

 

授業の内容（Course Contents） 

カウンセリングの諸理論の概論と基礎的な技法を学習する。また、それらと並行して、「語る」「聴く」「観る」「感じる」のキーワード

で、日常対話についての再考と自身のコミュニケーションスタイルへの気づきを目的に、グループエクササイズ（体験的学習）を行

う。毎回の授業でリアクションペーパーに記入し、それらを学期の後半に提出する二つのレポート作成につなげる。授業での発言

は何が正しいかよりも自分で何を感じたかを素朴に、そして言葉にする姿勢を求める。 

 

Students will study various theories of counseling outlines and basic techniques. Also, in parallel with this, with the goal of 

reexamining dialogues and noticing their own communication styles, students will do exercises in groups (learning through 

experiencing) having following key words in mind: “talk,” “listen,” “watch” and “feel.” Every time in class,  students will reflect 

(self-reflection) on the day’s lecture and their exercises by writing and submitting a reaction paper which leads to the 

preparation for  two final reports.  Students’ ability to simply express their own feelings in words is more important than 

whether their ideas are correct. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概論：カウンセリングとは 

2. 日常の対話について考える① 「語ること」「聴くこと」 

3. 日常の対話について考える② 「観ること」「感じること」 

4. 日常の対話について考える③ 「語る」「聴く」「観る」のロールプレイ 

5. 日常の対話について考える④ 「語る」「聴く」「観る」のロールプレイ 

6. カウンセリングの様々な理論と技法の概論について学習する① 

7. カウンセリングの様々な理論と技法の概論について学習する② 

8. カウンセリングの基本的な技法について学習する① 

9. カウンセリングの基本的な技法について学習する②  

10. カウンセリング演習① ロールプレイ 

11. カウンセリング演習② ロールプレイ 

＊小レポート提出日：タイトル「カウンセリングの演習を通して感じたこと・考えたこと」 

12. カウンセリング演習③ ロールプレイ 

13. カウンセリングの実際① 職場のメンタルヘルス 

14. カウンセリングの実際② 学校（スクールカウンセラー） 

＊最終レポート提出日：タイトル「自分らしさを活かしたカウンセリングマインドとは」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に提示する 

（授業後、Blackboardにも掲示） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(54%)/リアクションペーパー・予習課題(46%) 

欠席４回以上の場合は、成績評価の対象としない。 出席はオンラン授業時の名簿チェックとリアクションペーパにて行う。【変更

前】平常点 100％（最終レポート(Final Report)35%, 毎授業時のリアクションペーパー(出席)40%, 演習の小レポート 25%）体験的学

習が中心となるため授業への出席を重視。欠席回数４回以上の場合は、成績評価の対象としない。グループエクセサイズの進行
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状況により、授業の予定が多少前後する場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

1. 諸富祥彦、2014、『新しいカウンセリングの技法：カウンセリングのプロセスと具体的な進め方』、誠信書房 (ISBN:4414403758) 

2. 河合隼雄、鷲田清一、2010、『臨床とことば 心理学と哲学のあわいに探る知』、朝日新聞出版 (ISBN:4022616628) 

3. ミハイル・バフチン、1989、『マルクス主義と言語哲学ー言語学における社会学的方法の基本的問題』、未来社 

(ISBN:4624010949) 

4. 星野欣生、2002、『人間関係づくりトレーニング』、金子書房 (ISBN:4760830251) 

5. 山蔦圭輔、杉山崇、編著、2012、『カウンセリングと援助の実際ー医療・学校・産業・行政における心理的支援』、北樹出版 

(ISBN:4779303222) 

6. 鷲田清一、2002、『「聴く」ことの力』、TBSブリタニカ (ISBN:4484992035) 

土屋由美『生によりそう対話ー医療・介護現場のエスノグラフィーから』新曜社 2007 ISBN4788510359 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・グループワーク（２〜６人程度：ロールプレイ、ディスカッション）による体験型の学習が中心となるため、協力的な姿勢、積極的

な受講態度が期待される。 

・講義はパワーポイントが主体。毎回の講義は Blackboard にも掲示する。積み重ねの学習であり、また、最終レポート作成のた

めにも、欠席した講義は Blackboard を確認してから参加することを推奨する。 

・リアクションペーパーについては次回以降の授業に取り上げ、学生の発言を講義に反映する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE403／幼児教育学 

(Early Childhood Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子ども観と幼児教育 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 幸子(ASAI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子ども観の歴史的な変遷、およびその子ども観との関わりで保育・幼児教育がどのようなあり方をしてきたかを理解するとともに、

これからの保育・幼児教育のあり方について考察する。 

 

Students will understand the historical changes in the views of children and how child care and early childhood education have 

evolved in relation to this views, and consider the future of child care and early childhood education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

保育・幼児教育について、歴史資料、実践記録、ビデオ記録を用いて検討する。 

授業では、講義を主としつつ、適宜グループ・ディスカッションを行う。 

各回の授業の内容については、進行によって変更することもある。 

 

Students will consider child care and early childhood education using historical documents, practical written records and video 

records. 

The class will consist mainly of lectures with appropriate group discussion as needed. 

The contents covered in each class session may vary depending on progress.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 子どもの発見と保育・幼児教育 

3. 幼稚園とはどのような場所か 

4. 保育所とはどのような場所か 

5. 子ども研究の進展 

6. 子どもの権利 

7. 幼児教育の現代的課題 

8. 保育の質とは何か 

9. レッジョ・エミリアの幼児教育 

10. レッジョ・インスパイアの広がり：スウェーデン 

11. レッジョ・インスパイアの広がり：イギリス 

12. レッジョ・インスパイアの広がり：日本 

13. 保育・幼児教育の公共性 

14. これからの幼児教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の課題については適宜指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループ発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福元真由美ほか、2017、『はじめての子ども教育原理』、有斐閣 (ISBN:4641150362) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE404／比較教育学 １ 

(Comparative Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較教育学Ⅰ：開発途上国の教育課題に関する比較考察 

担当者名 

（Instructor） 
長濱 博文(NAGAHAMA HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 国際社会において、日本と同じような教育機会に恵まれた社会は極めて少ない。国家、国際機関、ＮＧＯをはじめとした様々な

アクター（行動主体）が途上国の開発教育に取り組んでいるが、特に経済状況の改善を伴わない地域においては、教育機会の改

善も困難であるのが現状である。比較教育学の観点から、教育の開発分野における問題・課題とは何か、それらの原因になって

いる要素は何か、私達にできることは何かについて考察する。 

 

One of the most persistent issues in the world today is access to education. Japan is fortunate in terms of educational 

opportunities. However, numerous countries remain disadvantaged. International actors such as nation-state/s, international 

organizations, and non-governmental organizations (NGOs) are involved in improving educational opportunities particularly in 

developing countries. Unfortunately, their some projects seem to lack significant impact in areas such as literacy levels and 

school attendance ratios. Solutions to these problems are imperative. However, international actors recognize the realities and 

complexities in providing educational opportunities for all students across the globe.  

In a course of International comparative education, fundamental questions must be raised. What are the problems and agenda on 

educational development and educational corporations? What elements are disturbing their efforts and what kinds of factors are 

effective with respect to them? In addition, the course of comparative education will explore the causes of the problems, 

challenges, and the types of educational development and cooperation processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教育学の研鑽の深まりにあわせてゼミなどで議論できるように、国際比較教育学の開発教育分野に関わる課題について基本

的理解を獲得する。さらに、現在私達の立場でできる、あるいは将来目標とする教育分野における国際開発教育・国際協力につ

いて、自ら考え、行動するための手だてとなる方法論を学ぶ。 

 

A basic level of understanding and knowledge regarding the challenges of the development education sector in the area of 

International comparative education should be acquired. 

In accordance with the goal of deepening research on the methodology of International comparative education and development 

education, the Agendas Sustainable Development Goals: SDGs of 2030 can be discussed in various active learning activities, 

such as group work, discussions, group seminars, presentations, and so on.  

As a result, the active participants can be achieved to acquire their own methodology or approach as a countermeasure to act 

in the International comparative education and development cooperation fields, which means they could have fundamentals for 

learning to know, to do, to live together, and to be, like UNESCO's framework. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コース・オリエンテーションー国際比較・開発教育に関わる諸問題と近年の動向 

2. 比較教育、開発教育に影響を与えた教育の歴史と現在の動向 

3. 比較・開発教育に対する教育学からのアプローチ（１） 

4. 比較・開発教育に対する教育学からのアプローチ（２） 

5. 比較・開発教育に対する社会学、経済学からのアプローチ 

6. 開発途上国における初等教育の現状と課題 

7. 開発途上国における中等教育の現状と課題 

8. 開発途上国における高等教育の現状と課題 

9. 開発途上国における識字・ノンフォーマル教育の現状と課題 

10. 開発途上国における職業教育の現状と課題 

11. 開発途上国におけるジェンダーをめぐる教育課題 

12. 開発途上国における健康・衛生に関わる現状と課題 

13. 紛争を経験した地域における教育と開発の課題 

14. 比較教育の研究と分析法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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事前学習は 2 時間を目安に行うこと。また、レポート（課題）などについては自主的に準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内に指示したレポート課題(2回)(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)45%, 平常点(In-class Points)55% (最終レポート(Final Report)10%,レポート課題（１）10%,レポート

課題（２）10%,講義への積極的参加、アクティブラーニング 5%,講義への出席及び受講態度 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黒田 一雄・横関 祐見子 編、2005、『国際教育開発論―理論と実践』、有斐閣 (ISBN:978-4641076976) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中治彦 他 編、2016、『SDGs と開発教育－持続可能な開発目標のための学び－』、学文社 (ISBN:978-4762026492) 

2. 長濱博文、2014、『フィリピンの価値教育 ―グローバル社会に対応する全人・統合アプローチ』、九州大学出版会 (ISBN:978-

4798501246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE405／比較教育学 ２ 

(Comparative Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較教育学Ⅱ：開発途上国及び世界の教育課題に関する比較分析 

担当者名 

（Instructor） 
長濱 博文(NAGAHAMA HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 比較教育学Ⅱでは、前期に学んだ開発途上国を中心とした課題に対する理解をより深めると同時に、比較教育学の方法論の

観点から、開発途上国だけでなく、先進国の教育の問題をどのように考えたらよいかについて、各国間の教育に関わる諸課題

（教育制度、教育内容、各教科目、学習指導要領、教授方法など）を比較考察する。 

 

Comparative EducationⅡ will deepen your understanding of the issues on developing countries as well as developed countries 

on what we learned in the first semester, and at the same time, involve in comparative education methodology on how to think 

about each countries’ educational issues. We will consider various issues (education system, educational content, each subject, 

course of study, teaching method, etc.) from the viewpoint of comparative pedagogy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 比較教育学Ⅰと異なり、本科目前半では、比較教育学の複数の文献資料を確認し、比較分析の考察方法、分析視点について

議論する。その上で、後半では、受講生各自の興味、関心のある比較教育の分野を中心に、受講生の研究発表をもとに全体で

議論を行う。よって、調査内容の事前学習、発表資料の作成、発表、議論が科目の評価基準となる。 

 

Unlike Comparative Education I, in the first half of this course, we review several comparative education materials and discuss 

the comparative analysis considerations and analysis viewpoints. Then, in the latter half, the students will present their research 

and discuss, mainly in the field of comparative education in which they are interested. Therefore, prior studies of the topics and 

contents of the surveys, making of presentation materials, presentation, and discussions as active learning are the evaluation 

criteria of the subject. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育的事象に関する比較分析の手法（１）：オリエンテーション 

2. 教育的事象に関する比較分析の手法（２）：道徳教育の国際比較（１） 

3. 教育的事象に関する比較分析の手法（３）：道徳教育の国際比較（２） 

4. 教育的事象に関する比較分析の手法（４）：在日の方からみた日本（１） 

5. 教育的事象に関する比較分析の手法（５）：在日の方からみた日本（２） 

6. 教育的事象に関する比較分析の手法（６）：多文化教育の国際比較（１） 

7. 教育的事象に関する比較分析の手法（７）：多文化教育の国際比較（２） 

8. 教育的事象に関する比較分析：討論による比較分析対象の抽出（１） 

9. 教育的事象に関する比較分析：討論による比較分析対象の抽出（２） 

10. 比較教育学からの分析：教育制度 

11. 比較教育学からの分析：教授方法 

12. 比較教育学からの分析：職業教育・インフォーマル教育 

13. 比較教育学からの分析：インクルーシブ教育 

14. 比較教育学からの分析：地域社会における社会的学習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習は 2 時間を目安に行い、また、レポート、研究発表の準備などには自主学習、事前準備が必要となり、評価の対象とな

るので留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/研究発表（１）(20%)/レポート（１）(10%)/講義への積極的参加(5%)/出席及び受講態度(20%) 

試験問題は、すべて記述式とし、成績については出席及び講義の受講態度、積極的参加を含めて総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 北村友人 他 編、2019、『SDGs 時代の教育－すべての人に質の高い学びの機会を－』、学文社 (ISBN:978-4762028755) 
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参考文献（Readings） 

1. 田中治彦 他 編、2016、『SDGs と開発教育－持続可能な開発目標のための学び－』、学文社 (ISBN:978-4762026492) 

2. 長濱博文、2014、『フィリピンの価値教育 ―グローバル社会に対応する全人・統合アプローチ』、九州大学出版会 (ISBN:978-

4798501246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE406／教育史 ２ 

(History of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校や教育の「なぜ」をもって歴史をみる 

担当者名 

（Instructor） 
須田 将司(SUDA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）教育史実から、自らのこれまでの学びを相対化し、その意義づけを再認識することができる。 

（２）教育史実から、教育を考える豊かな視野を獲得することができる。 

（3）教育史実から、現代にも活用しうる知見（知恵や活力）を見出し、論じることができる。 

 

(1) From historical facts regarding education, students will be able to relativize their own learning up until now and to reconsider 

the significance of it. 

(2) From historical facts regarding education, students will be able to acquire rich viewpoints for considering education. 

(3) From historical facts regarding education, students will highlight insights (knowledge and activities) that also apply to 

contemporary education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義タイトルの「教育史」とは、過去に生きた人々に「活力」を得る教育学、そこから「創造」や「打開」のヒントを得る教育学のこ

とである。通史ではなく、問題史的に近世から現代までの教育史実を取り上げることで、先人の模索と成果（あるいは失敗）に学

ぶ。 

具体的には「なぜ学校にいかなければならないのか」、「学校はどのように地域に根付いたのか」、「読み書きができるとはどうい

うことか」、「言語を教育するとはどういうことか」、「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」、「教師は子ど

もとどのように向き合ってきたのか」、「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」という 7 つの問いから考えていく。テキ

ストをもとに、「現実」と取り組み合った子ども・親・教師・思想家などの姿をリアルに捉える。そんなタイムスリップと、彼等との出会

いは、現在と未来に生きようとする我々にとって単なる「知識」ではなく、「知恵」や「活力」を与えてくれる。さらに「Exercise」として、

受講者の身近な事例や現代社会に即した検討を加えることで、複雑・高度化していく現代社会と教育の可能性と課題とを考える

ことのできる力量を育んでいく。 

 

The title of this lecture, History of Education, refers to pedagogy vitalized by the people who lived in the past, as well as 

pedagogy that takes hints for creation and breakthroughs from those past figures. This lecture is not a general history, but 

instead takes on historical educational facts from the recent past until the present through critical analysis. Students will learn 

about their predecessors’ searches and successes (or their failures). 

Specifically, students will consider seven questions. 1) Why do we have to go to school? 2) How have schools taken hold in the 

local communities? 3) What ties education to the modern imperial system and what has that brought us? 4）What does it mean 

to teach languages? 5) How the war changed school and education?  6) How have teachers approached children? 7) What can 

we understand from the problems affecting children’s education? Based on the text, students will develop a realistic 

understanding of challenges facing children, parents, teachers and thinkers. Encountered through that kind of time travel, 

students will not simply learn knowledge, but will also be given wisdom and vitality. Furthermore, as an exercise, by adding 

consideration of case studies familiar to students and embedded in modern society, students will increase their ability to think 

about the problems and possibilities of education in a society that is growing more complex and advanced.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＆「なぜ学校にいかなければならないのか」①テキスト読解 

2. 「学校はどのように地域に根付いたのか」①テキスト読解 

3. 「学校はどのように地域に根付いたのか」②Exercise 

4. 「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」①テキスト読解 

5. 「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」②Exercise 

6. 「言語を教育するとはどういうことか」①テキスト読解 

7. 「言語を教育するとはどういうことか」②Exercise 

8. 「戦争は学校と教育をどのように変えたのか」①テキスト読解 

9. 「戦争は学校と教育をどのように変えたのか」②Exercise 

10. 「教師は子どもとどのように向き合ってきたのか」①テキスト読解 
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11. 「教師は子どもとどのように向き合ってきたのか」②Exercise  

12. 「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」①テキスト読解  

13. 「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」②Exercise 

14. 講義の振り返りとまとめ―今の教育改革を考える― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、授業に関連して読むべき資料類や調べるべき用語・事項を知らせる（授業内及び Blackboard）。それに基づき資料読解や

調査・資料作成などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討議・発表・質疑など(60%)/Exercise レポート(40%) 

２／３以上の出席をしていない場合は、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平田諭治編、2019 年、『日本教育史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623084517) 

 

参考文献（Readings） 

1. 須田将司、2008 年、『昭和前期地域教育の再編と教員―「常会」の形成と展開－』、東北大学出版会 (ISBN:978-4861630927) 

2. 山本正身、2014 年、『日本教育史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2131-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①授業形態について 

・適宜、パワーポイントやＤＶＤ、史料の回覧などにより、史実をリアルに捉えていく。 

・一つの問いに対し、①テキスト読解と②Exercise の構成となっている。特に②は受講者同士のグループ討議や全体討論を中心

に「問い」を明らかにしていく形態で行う。 

・資料の配布は Blackboard を通じて行う. 

②課題に対する質疑やフィードバックについて 

・Exercise レポートや授業内容に関する質疑やフィードバックは、次回授業開始時や Blackboardを通じて行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE407／教育哲学 ２ 

(Philosophy in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「子どもの哲学」実践者養成講座 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活、教育現場、街なかの哲学カフェなどで、探求的な対話の実践ができるようになる。  

 

Students will become able to have their own practical, inquisitive dialogues in daily life, in educational settings and at 

philosophical cafes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

1970 年代以降、「子どもの哲学（Philosophy for Children / P4C）」と呼ばれる哲学対話や哲学教育が、世界各地で実践されてい

ます。この授業では、受講生が「子どもの哲学」の哲学対話に参加し、ファシリテーターとしての経験を積むことを通して、哲学対

話の実践者としての技術や心構えを体験的に習得することを目指します。受け身の講義形式ではなく、受講生の主体的な参加

が求められます。履修する前にそのことをあらかじめ理解しておいてください。  

 

Since the 1970s, philosophical dialogues and philosophical education called “Philosophy for Children / P4C” has been practiced 

around the world. In this class, students will participate in philosophical dialogues facilitated by the method of “Philosophy for 

Children,” and through accumulating experience as facilitators, aim to acquire techniques and attitudes of a practitioner of 

philosophical dialogues with these in-class experiences. This is not a passive-style lecture, and students are expected to take a 

major role. Students should be aware of this before taking the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「子どもの哲学」とはどのような対話かについてのレクチャーのあと、哲学対話の体験とディスカッション（教員がファシリテー

ションを行う）  

2. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

3. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

4. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

5. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

6. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

7. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

8. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

9. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

10. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

11. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

12. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

13. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

14. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業での哲学対話に基づいて考えるためのワークシートの提出。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業各回のワークシート(80%)/最終論述(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2014、『「子ども哲学」で対話力と思考力を育てる』、河出書房新社 (ISBN:9784309624693) 

2. 梶谷真司、2018、『考えるとはどういうことか：0 歳から 100 歳までの哲学入門』、幻冬舎新書 (ISBN:4344985141) 
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3. マシュー・リップマン、2015、『子どものための哲学授業：「学びの場」のつくりかた』、河出書房新社 (ISBN:9784309247014) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE408／社会教育・生涯学習論 

(Community Education and Lifelong Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「社会を発見し、編み直す運動と教育」の思想と経験 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会教育、生涯学習に関する基本的な知識や見方を身につける。 

②人びとの学びとその機会を保障するためのさまざまな営みに関心をもち、教育が人間形成にもつ意味を広く深く考えられるよう

になる。 

③自らが社会教育や生涯学習を実践する立場にあることを自覚する。 

 

(1) Students will get the basic knowledge and approaches related to community education and lifelong learning. 

(2) Students will take an interest in the education people receive and in the various activities that guarantee people the 

opportunity for education. Students will be able to think broadly and deeply about the meaning of character-building in 

education. 

(3) Students will be aware of themselves as responsible individuals to practice community education and lifelong learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会のなかで行われている人びとの学びとその機会を保障するための営みについて、さまざまな角度から考察する。制度的な

取組みのみならず、むしろそこからはみ出た形で必要となる学びを可能にするための取組みに注目したい。具体例を取り上げ検

討していく形をとるが、単なる知識や情報として受けとめるのではなく、なぜそうした機会や取組みが必要なのかを社会的な文脈

のなかで考え、自分との関わりも意識して、人びとの生涯にわたる学びの意味やそれを支えることの必要性に気づいてほしい。 

 

Students will consider, from various angles, the activities as individual lifelong learning and social support for it. The class will 

draw students’ attention not only to institutional initiatives, but also to the efforts  to make learning possible out of  those 

institutional initiatives. Students will consider specific examples to get an overall understanding. Students will not only take in 

knowledge and information, but also think about why such educational opportunities and efforts are necessary in a social 

context, and be aware of their own relationship to these efforts, and recognize the necessity of supporting lifelong learning.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会教育・生涯学習論への誘いー鶴見俊輔『教育再定義への試み』を手がかりに 

2. 社会教育法の理念と特徴とは何かー「9 条俳句」問題から考える 

3. 学校教育と社会教育ー「PTAは国家装置」という議論をあなたはどう思うか 

4. 貧困問題と社会教育①ー「子ども食堂」は貧困問題の切り札なのか 

5. 貧困問題と社会教育②ー夜間中学校が保障する学習権 

6. 貧困問題と社会教育③ー労働組合が保障する労働権 

7. 女性問題と社会教育①ー「婦人学級」の歴史的経験が問いかける学習と社会における民主主義 

8. 女性問題と社会教育②ー戦後保育所づくり運動が問う高度成長社会の子育て 

9. 女性問題と社会教育③ーウーマンリブの思想と経験 

10. 女性問題と社会教育④ーせっけん運動・生協運動に見る消費を問う運動と思想 

11. ジェンダーと社会教育ー男性性を問い直す学習と思想 

12. 子ども・若者と社会教育①ー放課後の子どもの居場所を考える 

13. 子ども・若者と社会教育②ー『ミニ・ミュンヘン』の取り組みに学ぶ 

14. まとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(40%)/授業内レポート 6 回(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (レスポンスペーパーの内容 15%,課題レポート 25%) 
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テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使わない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献リストを授業時に配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 受講者数や授業の状態をみて、講義の内容や順序を変更する場合もある。また受講者数にもよるが、意見交換や発表の場を

取り入れ、意見や考えを共有できるようにしたい。積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE409／教育課程論 

(Curriculum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む） 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領を基準として、各学校において編成される教育課程について、その意義や編成の方法を理解するとともに、各学校

の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解する。 

 

With the curriculum guidelines as the basis, along with understanding the significance and development methods of the 

education plan drawn up at each school, students will understand the significance of matching curriculum and management to 

each school’s situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領の歴史的な変遷から、教育課程の意義や編成の方法を理解する。また各学校の実情に合わせたカリキュラム・マ

ネジメントのあり方を検討する。 

 

Students will understand the historical changes to the curriculum guidelines and the significance and methods of creating 

education guidelines. Students will also consider the way the curriculum and management should be in order to suit each 

school’s particular situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育課程とは何か――学習指導要領の位置づけと教育課程編成の目的―― 

2. 学習指導要領の改訂の変遷①戦後新教育期 

3. 学習指導要領の改訂の変遷②現代化 

4. 学習指導要領の改訂の変遷③新しい学力観と生活科の導入 

5. 学習指導要領の改訂の変遷④生きる力と総合的な学習の時間の導入 

6. 学習指導要領の改訂の変遷⑤知識基盤社会と確かな学力 

7. 学習指導要領の改訂の変遷⑥主体的・対話的で深い学び 

8. 教育課程編成の基本原理――経験主義と系統主義―― 

9. 教科・領域横断的なカリキュラム編成 

10. 主体的なカリキュラム編成のあり方①長期的な視野に基づいた教育課程 

11. 主体的なカリキュラム編成のあり方②児童理解に基づいた教育課程 

12. 主体的なカリキュラム編成のあり方③学校・地域に基づいた教育課程 

13. カリキュラム・マネジメントの意義 

14. カリキュラム評価の理論と実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治編、2018、『よくわかる教育課程』〔第 2 版〕（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ）、ミネルヴァ書房 

(ISBN:9784623082698) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE410／国際教育論 

(Global Education) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 瑛莉(YAMAZAKI ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、国際関係や地域間関係、グローバル化する社会に教育にどのような影響を及ぼしているか、また、教育はどのような

役割を担うかについて、明らかにすることを目標とする。特に、持続可能な開発（Sustainable Development）を前提とした国際協力

や教育開発における教育の役割や目的について、関連する論点を整理しながら議論し、理解する。 

 

本講義を通して、次の目標を達成することが期待される； 

1）国際教育学の基礎的知識を習得する 

2）持続可能な開発と教育について、多角的な視点で捉える 

3）事例をもとに、他領域の学問との連携した問題設定を行うことができる 

 

The objective of this course is to clarify what impact education has on international and regional relations, on a globalizing 

society, and on what role education can play. In particular, discuss and understand the role and purpose of education in 

international cooperation and education development on the premise of sustainable development, while organizing related issues. 

 

The following goals are expected to be achieved through this lecture: 

1) Acquire basic knowledge of international pedagogy 

2) Capture sustainable development and education from multiple perspectives 

3) Based on examples, it is possible to set problems in cooperation with academics in other fields 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の事例には、アフリカ地域を中心として取り上げる。現代アフリカ社会の現状について、持続可能な開発・社会づくりの視

点から多面的に捉えることで、教育分野の諸問題のみならず他分野との連携した課題設定、学際的視点をもつ力を養う。 

 

アフリカは、国際関係やグローバル社会において欠かすことのできない地域である。さらに、私たちが「持続可能性」を考えるうえ

で、学ぶべきことや魅力の宝庫である。生き生きとしたアフリカ社会・文化にも触れながら、教育が社会形成や未来づくりにどのよ

うな影響や役割を持つか考えていきたい。 

 

多面的な視点は多くの対話や議論を通して得られるものである。そのため、本講義ではディスカッションやワークショップなど、受

講生自身が活動する機会を積極的に設ける予定である。 

 

The examples in this lecture focus on the African region. By understanding the current state of contemporary African societies 

from multiple perspectives, from the perspective of sustainable development and social development, we will develop not only 

various issues in the education field but also issues in cooperation with other fields and develop the ability to have an 

interdisciplinary perspective. 

 

Africa is an indispensable region in international relations and the global community. Furthermore, it is a treasure trove of things 

to learn and attractive in considering "sustainability". While touching on lively African societies and cultures, this course would 

like to consider the impact and role of education on social formation and future creation. 

 

A multifaceted perspective is gained through many dialogues and discussions. For this reason, in this lecture, we plan to actively 

provide opportunities for students to participate in activities such as discussions and workshops. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

講義の目的 

2. 国際教育学とは： 

教育学における位置づけ・歴史的背景 

3. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（１）： 

アフリカと教育（被植民地化と教育） 

4. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（２）： 



 - 637 - 

アフリカと教育（独立・近代国家形成と教育） 

5. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（３）： 

アフリカと教育（国際協力・教育開発） 

6. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（４）： 

アフリカと教育（国際社会からみたアフリカ） 

7. 持続可能な開発と教育（１） 

持続可能な開発とは 

8. 持続可能な開発と教育（２） 

持続可能な開発と国際協力・教育開発 

9. 持続可能な開発と教育（３） 

アフリカにおける持続可能な開発と教育 

10. 現代アフリカ社会と教育（１）言語・宗教 

カメルーンの事例 

11. 現代アフリカ社会と教育（２）健康・保健・衛生 

エチオピア・コートジボワールの事例 

12. 現代アフリカ社会と教育（３）人権・多文化 

南アフリカの事例 

13. 現代アフリカ社会と教育（４）国民統合 

ガーナの事例 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示する資料に目を通し、自分なりの考えを深めるとともに、日々の事象のなかで教育の意義や役割について考察す

るよう努めてください。また、本講義はディスカッションやグループワークを行うため、積極的な参加を求めます。議論に主体的に

取り組めるよう、事前事後の準備や復習もおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加態度(20%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定せず、講義内で参考資料等を提示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石附実、1998、『比較・国際教育学』、東信堂 

2. 田中治彦/三宅隆史/湯本浩之編、2016、『SDGs と開発教育：持続可能な開発目標のための学び』、学文社 

3. 蟹江憲史編、2017、『持続可能な開発目標とは何か』、ミネルヴァ書房 

4. 澤村信英、2007、『アフリカの教育開発と国際協力』、明石書店 

上記以外にも授業内にて、参考文献や資料等を提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE411／環境教育論 

(Environmental Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境教育とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
岩松 真紀(IWAMATSU MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境を守るとはどういうことか、環境教育とは何か。私たちの暮らしや経済をめぐる問題までの視野を持って環境教育を議論でき

るようになることを目標とします。 

 

What does it mean to protect the environment and what is environmental education? Students will develop perspectives on 

issues involving our lifestyles and economies, with the goal of becoming able to discuss environmental education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内に限らず地球的規模で環境破壊が進み，どのような持続可能な社会をどうやって実現するのかが問われ、そのための

教育が求められています。環境教育について、その方法も含めてグループワークなどを取り入れながら学んでいきます。  

 

Environmental destruction is progressing not only in Japan but also on a global scale, so what kind of sustainable society can be 

created and how? Education regarding these issues is needed. 

Group work will be incorporated so that students will learn about environmental education and its processes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 環境教育が提唱されてきた背景 

3. 環境教育とは何か（１） 

4. 環境教育とは何か（２） 

5. 環境教育とは何か（３） 

6. 子どもと環境教育 

7. 自然体験と環境教育 

8. 公害と環境教育（１） 

9. 公害と環境教育（２） 

10. 公害と環境教育（３） 

11. 食と農と環境教育 

12. 自然災害と環境教育 

13. 環境教育と地域づくり 

14. 全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で配布した資料を使用し、事前事後学習に取組んでください。さらに参考文献を必要に応じ提示しますので、興味のあるもの

を授業の前後に読み理解を深めてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容や授業で課せられる課題の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本環境教育学会編、2012、『環境教育』、教育出版 (ISBN:9784316803159) 

2. 朝日新聞科学医療グループ編、2011、『やさしい環境教室 環境問題を知ろう』、勁草書房 (ISBN:9784326653652) 

3. 朝岡幸彦編著、2016、『入門 新しい環境教育の実践』、筑波書房 (ISBN:9784811904900) 

4. 阿部治・野田恵編著、2019、『知る・わかる・伝える SDGs Ⅰ 貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生』、学文社 

(ISBN:9784762029233) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講者の関心等にそうかたちで授業計画を一部変更する可能性があります。グループワークや討論を行います。積

極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE413／教育臨床論 

(Clinical Science of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表現行為と人間の変容 

担当者名 

（Instructor） 
花崎 摂(HANASAKI SETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

応用演劇を中心とする表現行為と人間の関係性について考察する。演劇において、表現することと表現を受け止めることは不可

分で、その相互性を通じて自己認識と他者認識を深めることができる。自己を肯定し、また他者を肯定することを可能にするベー

スとなる身体の感覚をひらき、他者との関係性を深く考察することを目指す。 

 

Students aim to consider the relationship between act of expression, especially applied theater, and human beings. In theater, 

expressing and accepting expression are inseparable, and through their reciprocity, one can deepen self-awareness and 

awareness of others. It aims to inspire the body senses that is the basis for affirming oneself and affirming others, and to deeply 

consider the relationship with others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

応用演劇は、近代における芸術表現としての演劇を拡張し、演劇が本来持っている教育的機能や回復、再生の機能などに再度

注目し、その思想と方法を蓄積してきている。過度な緊張を伴わずに誰もが表現しうるように工夫されたシアターゲームなどをワ

ークショップ形式で経験しながら、表現行為の持つ可能性とそれを可能にする条件について考察する。 

 

Applied drama/theater has expanded drama as a form of artistic expression in modern times, and has re-focused on drama's 

inherent educational, recovery, and regenerative functions, accumulating its thoughts and techniques. Theater workshops, which 

consist of various theater games, etc., is designed so that anyone can express it without undue strain. We consider the 

possibilities of expression and the conditions that make it possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「人間のからだは生きた水袋」ー野口体操１ 

3. 「からだとの対話」ー野口体操２ 

4. 遊びの絵地図１ 

5. 遊びの絵地図２ 

6. モノと空間をからだで表す 

7. 音を聞く、音を表す 

8. 障害をどう捉えるか 

9. 聞き書き１ 

10. 聞き書き２ 

11. イメージ・シアター１ 

12. イメージ・シアター２ 

13. フォーラム・シアターの試み 

14. 表現と関係のなかで生きる人間について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に、感じたこと、思ったこと、考えたことを記述しておくこと。それらを次の授業までにふりかえっておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー（授業 8回分）(40%) 

【変更前】平常点 100％（最終レポート(Final Report)40%, 表現活動への貢献 40%, リアクションペーパー20%） 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献等はプリントで配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に、必要に応じて紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE414／教育臨床心理学 

(Clinical Psychology of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特別な教育的ニーズのある子どもへの支援 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 明子(TANIGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 教育現場における育ちの支援を心理学という学問的立場を基礎にどのように行えばよいだろうか。本授業では、特に、発達障害

と病弱・身体虚弱という２つの障害に焦点をあて、昨今の教育現場で大きな課題となっている特別な教育的ニーズのある子供へ

の支援について理解を深め、現場実践の基礎を構築することを目的とする。 

 

 How should we support development as a person in educational settings based on an academic position known as psychology? 

Supporting children with special educational needs has became a major issue in contemporary educational settings. In this class, 

students will deepen their understanding of supporting those children and aim to develop the basics of on-site practical 

application, with a special focus on two disabilities: developmental disabilities as well as health impairments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は、講義・DVD 視聴・グループワークによって進める。受講生の人数によっては、学生のみなさんの発表も組み入れてい

く。 

 

 Class will involve lectures, DVDs and group work. Depending on the number of students, students may also be put into teams 

for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・特別支援教育とは 

2. 特別支援教育の現状と課題 

3. 障害者差別解消法とは何か 

4. 発発達障害の理解と支援(1)：自閉症スペクトラム 

5. 発達障害の理解と支援(2)：学習障害 

6. 発達障害の理解と支援(3)：注意欠陥多動性障害 

7. 思春期の発達障害 

8. 院内学級における支援の実際：DVD 視聴 

9. 病弱教育の現状と課題 

10. 病弱児の心理 

11. 病弱児をめぐる諸問題：告知と就労支援 

12. 障害児・者のきょうだいの心理と支援 

13. 特別支援教育における保護者支援 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習：事前にテキストや指示された資料の該当箇所を読んでおくこと（1 時間-2 時間）。 

・復習：授業後なるべく早いタイミングでテキスト・配布資料およびノートを読み返し（1 時間）、次の授業までに疑問点をまとめてお

くこと（1 時間）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本育療学会編、2019、『標準「病弱児の教育」テキスト』、ジアース教育新社 (ISBN:978-4863714939) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口明子、2009、『長期入院児の心理と教育的援助―院内学級のフィールドワーク 』、東京大学出版会 (ISBN:413016113X) 

2. 副島賢和、2015、『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ: ぼくが院内学級の教師として学んだこと』、学研教育みらい 
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(ISBN:4054062962) 

3. 国立特別支援教育総合研究所編、2015、『特別支援教育の基礎・基本 新訂版』、ジアース教育新社 (ISBN:978-4863712973) 

その他、テーマに関連する参考図書・論文を随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE415／発達心理学 

(Developmental Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の発達に対する生態学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達心理学の基礎的な知見を学び、生態学的見地から発達を支える環境について考察する。 

 

In this course, we aim to learn basic knowledge of developmental psychology and discuss the environment that supports human 

development from an ecological viewpoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、発達心理学の基礎的なトピック、人の発達をめぐる理論的問題、また支援の現状について学ぶ。それらを踏まえたうえ

で、生態学的な視座から、人が育つ環境がどのような構造をなしているのか、どのような発達資源が潜在しているのかについて

考える。最後に、乳幼児から児童期の学びにとって重要な遊びをとりあげ、具体的事例を通して発達とそれを支える環境につい

て議論する。 

 

In the first half, students will learn basic topics of developmental psychology, theoretical issues regarding human development, 

and the latest developmental supports. Based on these, from an ecological point of view, we will consider environmental 

structure that people grow up in and potentially available developmental resources. In the second half, we discuss children's 

play that provides important learning opportunities. Through sharing concrete examples, we will discuss environment that 

supports human development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：発達心理学とは何か 

2. 知覚と運動の発達 

3. 認知の発達 

4. コミュニケーションの発達（１） 

5. コミュニケーションの発達（２） 

6. 発達段階をめぐる諸理論 

7. 発達課題と支援（１） 

8. 発達課題と支援（２） 

9. 生態学的な見方（1） 

10. 生態学的な見方（2) 

11. 人が育つ環境（１） 

12. 人が育つ環境（２） 

13. 子どもの遊び（１） 

14. 子どもの遊び（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を図書館などで調べ読むこと。他の履修者と自主ゼミなどを通して議論することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 若井邦夫、2006、『グラフィック乳幼児心理学』、サイエンス社 

2. エドワード・S. リード、2000、『アフォーダンスの心理学―生態心理学への道』、新曜社 

3. 麻生武、1998、『遊びという謎』、ミネルヴァ書房 
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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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■AE416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE416／現代教育の諸問題 １ 

(Issues in Contemporary Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
司法犯罪心理学から見る教育・発達・福祉 

担当者名 

（Instructor） 
熊上 崇(KUMAGAMI 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育現場で見られる非行や不登校，虐待などの背景を理解し，支援するにあたって司法・犯罪心理学の理論と知見に学ぶことが

有用である。また，子どもの不登校や不安定状態の背景には，離婚，親権や養育費，面会交流の問題もあるため，こうした司法

分野，家事に関する知見を身につける。  

 

It is useful to understand the background of delinquency, truancy and abuse observed in upbringing and to learn from the theory 

and findings of Forensic and Criminal Psychology as well in providing support. In addition, since divorce or issues concerning 

parental authority or parenting time lies in the back of children's truancy or instability, students will learn knowledge concerning 

judicatory and Family Court. 

 

授業の内容（Course Contents） 

少年非行や近年見られる発達障害や精神障害などを有する触法行為のメカニズムについて概説する。また，子どもの不安定要

因ともなりうる離婚，親権，養育費，面会交流などの問題をとりあげる。いずれもケース・スタディを通じて理論と支援方法につい

て学ぶ。 

 

The mechanism of criminality will be outlined that is involved with juvenile delinquency, developmental disorder or mental 

disorder. The issues of divorce, parental authority or parenting time will be discussed as well which might be causes of the 

instability of children. Theories and support methods will be learnt on all above through case studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 司法犯罪心理学と学校・教育との関係 

2. 少年法概説 

3. 子どもの貧困と司法事例（ケーススタディ） 

4. 子ども虐待と司法事例（ケーススタディ） 

5. 発達障害と司法事例（ケーススタディ） 

6. 精神障害と司法事例（ケーススタディ） 

7. 治療的司法〜触法行為は罰するべきか治療すべきか（ケーススタディ） 

8. 矯正施設（少年院・刑務所など）退所後の地域生活定着支援（ケーススタディ） 

9. 離婚と親権が子どもに及ぼす影響（ケーススタディ） 

10. 養育費に関する問題（ケーススタディ） 

11. 面会交流に関する問題（ケーススタディ） 

12. 離婚・親権，面会交流と司法事例（ケーススタディ） 

13. 学校と司法機関との連携（ケーススタディ） 

14. 司法犯罪心理学と特別支援教育（ケーススタディ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを読んで予習すること，実際に社会で起きている触法事例（少年事件，虐待事件など）に関心を持つこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびリアクションペーパー(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 熊上崇、2020、『ケースで学ぶ司法犯罪心理学』、明石書店 (ISBN:9784750350097) 

 

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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■AE417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE417／現代教育の諸問題 ２ 

(Issues in Contemporary Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
開発とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
中村 雪子(NAKAMURA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、グローバル化が加速する現代において教育に取組みにあたり重要となる、次の 4 点を目的とする。 

１．「開発とジェンダー」の基本を学ぶ。 

２．国際社会（特に開発途上国）におけるジェンダー課題と取り組みを知る。 

３．先進国である日本に生きる私たち自身の立場性を批判的に捉えなおす。 

４．遠くの社会で起きているように見えることが私たちが生きている社会と地続きの問題であり、さらには、私たち自身の問題であ

ると捉えるための思考枠組みを身に付ける。 

 

This course has four objectives.  

1. Students will learn basics of theory of “Gender and Development”. 

2. Students will understand gender issues and agendas in international/global society (especially concerning about developing 

countries) 

3.Students will rethink their own positionality, living in developed country critically.  

4. Students will acquire important frameworks for education, in an era of accelerating globalization, through which frameworks 

students will become to consider how they are connecting with global issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェンダー／セクシュアリティの理論、フェミニズム思想を学んだうえで、具体的事例として、持続可能な開発目標、軍事化とジェ

ンダー、リプロダクティブ・ヘルス/ライツとジェンダー、開発途上国の女性工場労働者、移住女性家事労働者、イスラーム教徒の

女性とヴェールなどのテーマを取り上げる予定である。 

基本的には講義であるが講義中に学生との質疑応答、ディスカッションを行い、インタラクティブな形式で講義を行う。 

 

Students will learn gender/sexuality theory, feminism and global gender issues through examining particular cases, “Sustainable 

Development Goals”, trafficking, militalization and gender, reproductive health rights, women factory workers in developing 

countries, foreign domestic workers in developed country, muslim women and scarf . 

This course will be consisted of lectures basically, including discussions and watching documentary movies in some cases.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ジェンダー概念を学ぶ① 

3. ジェンダー概念を学ぶ② 

4. フェミニズム思想の多様性 

5. 持続可能な開発目標とジェンダー 

6. 人身取引とジェンダー 

7. 軍事化とジェンダー①映像鑑賞 

8. 軍事化とジェンダー②講義 

9. リプロダクティブヘルス・ライツとジェンダー 

10. 経済のグローバル化の進展とジェンダー①映像鑑賞：発展途上国における縫製工場労働に関連するドキュメンタリー映画

を鑑賞する。 

11. 経済のグローバル化の進展とジェンダー②：ファストファッションから考える国際分業とジェンダー 

12. 経済のグローバル化の進展とジェンダー③：再生産労働のグローバル化と外国人女性家事労働者 

13. イスラーム教徒女性とヴェール 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/中間課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜必要な資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 天野正子、伊藤公雄、伊藤るり他編、2011、『新編日本のフェミニズム９ グローバリゼーション』、岩波書店 

(ISBN:9784000281447) 

2. 大沢真理編、2011、『公正なグローバル・コミュニティを : 地球的視野の政治経済』、岩波書店 (ISBN:9784000284745) 

3. 千田有紀、中西祐子、青山薫著、2013、『ジェンダー論をつかむ』、有斐閣 (ISBN:9784641177161) 

4. 田中由美子, 大沢真理, 伊藤るり編著、2002、『開発とジェンダー : エンパワーメントの国際協力』、国際協力出版会 

(ISBN:4906352383) 

5. 伊豫谷登士翁編、2011、『経済のグローバリゼーションとジェンダー』、明石書店 (ISBN:4750314722) 

6. アジア女性資料センター、『女たちの 21 世紀』（アジア女性資料センター機関誌）各号 

7. チャンドラ・タルパーデー・モーハンティー（堀田碧監訳）、2012、『境界なきフェミニズム』、法政大学出版局 

(ISBN:9784588603235) 

文献リストを最初の講義時に配布する。 

毎回の講義時にも適宜示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE419／子ども文化論 

(Child and Youth Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
絵本論／読解と創作 

担当者名 

（Instructor） 
広松 由希子(HIROMATSU YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「絵本」を通して、子どもの文化についての思考を深め、子どもたちと共有できる豊かな視覚言語を身につける。 

 

This class will deepen students’ understanding of thoughts on children’s culture through picture books, and help them become 

competent in the visual language that can be shared with children. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古今東西の絵本を広く紹介し、絵本を多角的に読み解いていく。講義だけでなく、ワークショップや試作を通して、絵本というメディ

アの特性を体感してもらい、子どもたちに伝えたい絵本文化について共に考える。 

 

The class will introduce picture books from all ages and countries and how to analyze them multi-directionally. This class 

includes not only lectures, but also workshops and trial production so that students will get a feeling for the characteristics of 

picture books as media and think about the picture book culture they want to convey to children. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 絵本とはなにか -身体で読む-  

2. 絵本の解剖 -深読みの悦び- 

3. 方向性とリズム -日本の絵本の特色- 

4. サイズと形 -モノが語ること- 

5. 種からアイディアへ -日常の気づきから- 

6. 登場人物と擬人化 -愛すべきキャラクターとは- 

7. 絵本の世界をイメージする -見えないところを作り込む- 

8. 物語と展開 -プロットを考えてみる- 

9. 視点と構図の変化 -絵コンテを描いてみる- 

10. 絵本の「ことば」 -小型ダミーで確かめる- 

11. 表現と技法 -鉛筆から Pencilまで- 

12. 読めない絵本を読む -国境を超えて- 

13. 絵本と社会 -3.11 後の絵本- 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

特に絵本を自分で選び、授業に持参してもらうことがあるので、留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した提出物(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 広松由希子、2013、『きょうの絵本あしたの絵本』、文化出版局 (ISBN:9784579304431) 

2. 金原瑞人／ひこ・田中、2018、『13 歳からの絵本ガイド YAのための 100 冊』、西村書店 (ISBN:9784890137879) 

3. まとりょーしか、2003、『小学生が好きになる こんなに楽しい子どもの本』、メイツ出版 (ISBN:9784895776226) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義とあわせ、ワークショップ（簡単な絵本の試作等）を適宜行う。 
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受講者の人数や制作などの進度によって、授業計画は変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE420／哲学的人間学 

(Phylosophical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽の哲学入門 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は次の二つです。（1）「芸術とは何か」という大きな問いのもと、私たちがふだんよく考えず受け入れている事柄を

吟味し、主体的かつ論理的に考える能力を養うと同時に、他人と議論する際に必要なマナーを身につける。（2）芸術活動という観

点から人間とは何であるかについて考えながら、分析美学の初歩的な知識を習得する。 

 

The goals of this class are twofold. (1) We will address the important question of "What is art?" to develop the ability to 

critically analyze things we usually take for granted and enter into a discussion with others. (2) Students will acquire a basic 

knowledge of Analytical Aesthetics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

芸術活動、とりわけ音楽は、どの時代にもどんな文明にも確認できる。つまり、芸術とは、きわめて人間的な活動である。この授

業では、次のような問題を概説する。芸術と芸術でないものの違いとは何か。芸術鑑賞にはどのような能力が必要とされるのか。

作者が作品を通して感情を表現するとはどのようなことか。鑑賞によってどのような感情が生じるのか。芸術鑑賞がもたらす崇高

で神秘的な体験はどのようにして可能になっているのか。 

 こうした問題は、絵画でも、彫刻でも、演劇でも、どのような形式の芸術でも生じうるものだが、この授業では主に音楽を取り上

げる。 

 

Every age and culture creates its own form of art. So it seems that art is very human activities. But what is the difference 

between art and non-art? What abilities are needed to appreciate art? What does it mean for someone to express their feelings 

through their work? What kind of feeling is conveyed? These questions can arise in the area of Painting, Sculpture, Theater, or 

any form of art, but this class will focus primarily on music. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 芸術とは何か（１）鳥の歌と音楽 

3. 芸術とは何か（２）合目的性と伝統 

4. 芸術とは何か（３）現代アート 

5. 鑑賞と知識（１）言語 

6. 鑑賞と知識（２）知識と技能 

7. 鑑賞と知識（３）美的性質と歴史的性質 

8. 芸術と感情（１）表現 

9. 芸術と感情（２）喚起 

10. 芸術と感情（３）想像 

11. ここまでの復習と見通し 

12. 美と崇高（１）精神性 

13. 美と崇高（２）表象 

14. 美と崇高（３）例示、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定教科書を事前に読み、授業後は自分のノートを整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内の発言、中間提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. セオドア・グレイシック、2013、『音楽の哲学入門』、慶應義塾大学出版 (ISBN:9784766425888) 

授業では、指定された教科書に基づいたスライドを使用します。 

 



 - 653 - 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE421／教育心理学 ２ 

(Psychology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
授業の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
鹿毛 雅治(KAGE MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業という教師の営みと、授業における子どもの学びについて、教育心理学の知見に基づいて認識を深めることをねらいとしま

す。 

 

In this class, students will deepen their understanding of the relationship between child learning and teaching practices in the 

class from the viewpoint of educational psychology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．授業とは教師にとってどのような営みなのか。 

２．子どもたちは授業をどのように体験するのか。 

３．子どもたちは授業を通して何を学び、どのように成長するのか。 

４．教師は授業を教育環境としてどのようにデザインしていくのか。 

５．よい授業とは何か。それをどのように説明できるか。 

 

1. Creating the learning environments for supporting children’s development as the teachers’ professional practice. 

2. The experiences in the class for each child. 

3. Development and learning throughout the child experience in the class. 

4. Designing of educational environment as the teachers’ practice. 

5. Ideals and principles of the learning environments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 授業とは何か 

3. 授業のしくみとはたらき 

4. 教育環境としての授業１ 

5. 教育環境としての授業２ 

6. 授業における子どもの学び１ 

7. 授業における子どもの学び２ 

8. 授業における子どもの学び３ 

9. 授業の構想と展開１ 

10. 授業の構想と展開２ 

11. 授業の構想と展開３ 

12. よい授業とは何か 

13. よい授業を実現するための条件 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題レポートの作成、テキストの自習などが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題レポート（随時、授業内で提出）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鹿毛雅治、2019、『授業という営み』、教育出版 (ISBN:978-4316804590) 

授業や課題レポートで活用しますので、履修希望者は必ず購入してください。 

 

参考文献（Readings） 
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適宜、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE424／キリスト教と教育 ２ 

(Christianity and Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において、教育は、社会の仕組みやその変化のキーポイントとなってきた。教育の理解が深まれば深まるほど、社会の

仕組みやその変化の理解が深まる。こうした教育と関わるキリスト教ならびに宗教的な問題に光をあてることで、現代社会におけ

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is one of the keys for social mechanisms and their changes. The more students deepen 

their understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By 

shedding light on issues of education related to Christianity and other religions, this course is designed for students to gain 

insights on the place and role of Christianity and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで、キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。「キリスト教と教育１」では日本に重

点をおくが、本講義では日本以外の国を対象とする。キリスト教が多数派の国々のうち、欧米諸国に加え、アジアからフィリピンを

取り上げ、そこでの公教育と宗教の問題をみていく。 

 

Among education-related issues, the issues involved with religions, especially with Christianity, will be chosen for discussion. 

While "Christianity and Education 1" focuses on Japan, this course focuses on countries other than Japan. Europe and America 

as well as the Philippines from Asia will be selected, and issues concerning public education and religion in those countries will 

be studied. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. キリスト教教育をみる視点 

3. 欧米諸国１ 

4. 欧米諸国２ 

5. 欧米諸国３ 

6. 欧米諸国４ 

7. 欧米諸国５ 

8. フィリピンの宗教教育:背景 

9. フィリピンの宗教教育:制度成立１ 

10. フィリピンの宗教教育:制度成立２ 

11. フィリピンの宗教教育:制度展開１ 

12. フィリピンの宗教教育:制度展開２ 

13. フィリピンの宗教教育:制度展開３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間内に Blakboard で複数回行う小テスト(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

2. 市川誠、1999、『フィリピンの公教育と宗教』、東信堂 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

・歴史上の資料や記録を読み解いていくことで、情報に対するリテラシーを身につける。 

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在は過去の積み重ねの上にあり、歴史を知ることは現代の世界のなりたちを知る上で極めて重要である。本科目では、古代か

ら現代に至る世界の歴史を扱うため、細かい知識の修得を目的とするものではない。むしろ、歴史の全体像を俯瞰することによっ

て、歴史的なものの見方を学び、現代の世界に対する多様な理解をできるようにしていきたい。学期中、数回ミニレポートを課す。 

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の該当箇所を予め読んでくること。また、各回の講義の後、教科書に記された「まとめの課題」に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ミニ・レポート（3 回程度実施）(40%)/授業時の課題(60%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (ミニレポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大阪大学歴史教育研究会編、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594690) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 

2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で、必要に応じて映像資料を活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本前近代（原始古代～近世）における政治と社会 

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In the learning outline for the history of Japan (pre-modern history), we will gain  basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

原始古代から近世まで歴史の流れを追いながら時代のとらえ方や重要事項、研究動向などを解説、紹介していく。史料の調べ

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era. We will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters and research trends. As necessary we will aiso look at ways to examine 

historical sources, or to search for literature. This will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前に高校で学んだ「日本史」の内容を復習し、授業後には日本史に関する概説書や授業中紹介する参考文献などを読むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/課題(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)75%, 平常点(In-class Points)25% (毎回のリアクションペーパー15%,授業内に指示した提出物

10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮原武夫・山田邦明・深谷克己、2012、『日本社会の歴史 上』、大月書店 

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE503／社会学 

(Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会」はどのようにして成り立っているのか？ この問題に対して、社会学の基本的な考え方を学び、その特徴を理解する。本

講義の目標は、現代社会に対する社会学的アプローチの習得である。 

 

How is "society" established? To solve this problem, students are expected to learn the basic concepts of sociology and 

understand its characteristics. The goal of this course is to acquire a sociological approach to modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会」の成り立ちについて、社会学の古典から検討を始める。その後は各キーワードを手掛かりにして現代社会を読み解き、社

会学の視点を学ぶ。 

 

This course begins to examine the formation of "society" from the sociological classics. After that, using each keyword as a 

clue, students are expected to interpret modern society and learn the viewpoint of sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会の成り立ちを考える：マックス・ウェーバー 

3. 社会の成り立ちを考える：エミール・デュルケム 

4. 社会の成り立ちを考える：ゲオルグ・ジンメル 

5. 近代社会とグローバリゼーション 

6. 交換経済から消費社会へ 

7. アイデンティティとは何か 

8. 社会的相互作用から日常を捉え直す 

9. 文化と階級の再生産 

10. 都市と公共性の発展 

11. 観光とオーセンティシティ 

12. メディアが形作る流行 

13. ステレオタイプとナショナリズム 

14. 宗教と世俗社会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料に基づく予復習が求められる。また、社会学の理論や概念を実生活に落とし込むために、ニュース等から時事問題を幅

広く習得すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とリアクションペーパー(30%)/授業内外の課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で用いる資料は Blackboardを用いて配信する。また、授業内で適宜文献を紹介するので参照されたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2019、『社会学（新版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641053892) 

2. 友枝敏雄・浜日出夫・山田真茂留、2018、『社会学の力―最重要概念・命題集』、有斐閣 (ISBN:978-4641174306) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE505／法律学 

(Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律学の基礎的な概念を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA 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） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学の基礎的な考え方および知識の獲得を目指します。 

 

This course aims to help students acquire a basic legal approach and fundamental knowledge of the law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では法律学の基本点な概念をできるだけ分かりやすく説明していきます。現代社会において個人は、法の規律の下で自

由に活動しています。これらの法は個人を公正にそして平等に扱い、個人の権利が侵害されたときには必ず救済してくれるので

す。受講生はこうした法の機能を学び、そして法制度の基底にある主要な原則を理解していきます。 

講義では、法の諸原則および法の機能、法の主要な分類、権利義務関係、判例、そして裁判制度とその理念について説明してい

きます。最後に立憲主義を取り上げます。 

 

This course addresses fundamental concepts of law, to be explained as plainly and simply as possible. In modern society, 

individuals act freely under the legal rules. These rules treat them fairly and equally, and if someone's rights are violated, the 

rules are sure to remedy those rights. Students learn functions of these rules and understand main principles that underlie legal 

arrangements. 

Course lectures explain main legal principles and functions, major divisions within the law, the relationship of rights and duties, 

judicial precedents, and the judicial system and its ideals. Finally, the course covers constitutionalism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業テーマの説明、授業の進め方、成績評価、参考文献の紹介等）、 

2. 法の静態１（近代市民法の諸原則） 

3. 法の静態２（法の社会的機能） 

4. 法の静態３（公法と私法、民事法と刑事法、実体法と手続法） 

5. 法の静態４（権利と義務） 

6. 法の動態１（法の形成１：制定法） 

7. 法の動態２（法の形成２：判例法） 

8. 法の動態３（法の実現１：裁判制度） 

9. 法の動態４（法の実現２：裁判手続１） 

10. 法の動態５（法の実現３：裁判手続２） 

11. 裁判に対する期待と現実 

12. 立憲主義１ 

13. 立憲主義２ 

14. 現代社会と法（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原則として、事前に配布する資料については次回までに必ず読んできてください。その他授業時間外の学習に関する指示は、必

要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/課題レポート(30%) 

課題レポートは授業中に課す A4 一枚程度の課題であり、翌週までに提出するもの。複数回予定している。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (課題レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しません。講義レジュメ及び資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 星野英一、2005、『民法のすすめ』、岩波書店 (ISBN:4-00-430536-5) 

2. 田中成明、2014、『現代裁判を考える』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12575-9) 

3. 団藤重光、2007、『法学の基礎  〔第２版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12519-3) 

その他の参考文献は授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE786／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE788／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 678 - 

■AE789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE789／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF001／教育方法学 

(Teaching Methods) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

 

Students will understand the education methods necessary to develop the qualities and abilities required of children in the 

future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育の方法と技術の基本的な理論をおさえ、それに基づいた具体的な実践の方法を身につける。 

 

Students will learn basic theories of teaching methods and techniques, and acquire concrete practical methods based on them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法の基礎的理論と実践（１）生活綴方の歴史と現在 

2. 教育方法の基礎的理論と実践（２）百ます計算と基礎学力 

3. 教育方法の基礎的理論と実践（３）仮説実験授業と理科教育 

4. 教育方法の基礎的理論と実践（４）アクティブラーニング（主体的・対話的で深い学び） 

5. 学習評価の基礎的理論と実践（１）相対評価と目標に準拠した評価 

6. 学習評価の基礎的理論と実践（２）パフォーマンス評価の方法 

7. 授業を構成する基礎的な要件―子ども・教師・教材― 

8. 授業の基礎的な技術―話し方と板書―― 

9. 授業の展開（１）授業の目標と内容・教材と教具 

10. 授業の展開（２）さまざまな学習形態 

11. 授業の展開（３）評価の規準づくり 

12. 授業の展開（４）学習指導要領を作成する 

13. 情報機器及び教材の活用（１）情報機器を活用して教材を作成する 

14. 情報機器及び教材の活用（２）情報活用能力育成のための指導法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内でパフォーマンス課題やリーディング課題を出す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治、2005、『時代を拓いた教師たち』、日本標準 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF004／教育相談 

(Educational Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
土岐 玲奈(TOKI REINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 個々の発達段階と心理的特性、教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な理論と具体的方法を身につけると共に、教

育者、支援者としての自分自身についての理解を深める。 

 

 Students will accurately grasp each of the developmental stages and psychological characteristics, as well as educational 

issues, and in addition to gaining competency in the theories and concrete methods which are necessary to support them, will 

also deepen their understanding of their own roles as educators and supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、児童・生徒が集団の中で適応的に生活する力の育成や、個性の伸長、人格の成長を支援する教育活動である教

育相談について学ぶ。 

 教育相談に関連する様々なトピックについて、学生自身の経験を振り返ると共に、具体的な事例等を参照しながらその対応法

を学び、理論の解説を行うことによって、実践と理論を関連付けて理解する。 

 各回の授業は、前回の授業で提出されたコメントシートへのフィードバック、学生自身の学校経験の振り返り、事例の検討やグ

ループワークと、解説およびまとめで構成する。受講者は、教育相談に関する知識を獲得するとともに、自身の経験や現在の感

覚を意識し、言語化することで、自己理解を深める。 

 

 In this class, students will learn about the educational guidance and counseling that are educational activities which support 

the development of appropriate life skills within groups of pupils and students, as well as drawing out their individuality and 

personal development. 

 Along with reflecting on student experiences about various topics related to educational guidance and counseling, students will 

learn response methods while examining specific case studies, etc. By breaking down theories, students will have a greater 

understanding of the relationship between practice and theory. 

 Each class meeting will be comprised of feedback on the comment sheet submitted in the previous class, reflecting on 

students’ own school experiences, and consideration and groupwork on case studies, as well as analysis and summary. Students 

will, along with acquiring knowledge related to educational guidance and counseling, gain awareness of their own experiences and 

feelings, and deepen their self-understanding by putting these into words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－教育相談とは－ 

2. 長期欠席と不登校 

3. いじめと問題行動 

4. 学習困難とその支援 

5. 発達や他者との関係に関する困難とその支援 

6. 進路指導と移行支援 

7. 見えづらい困難―子どもの養育環境― 

8. 見えづらい困難―子どもと性の多様性― 

9. 保護者との連携と保護者支援 

10. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―合意形成のアクティビティ― 

11. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―チーム連携の方法と実際― 

12. 教師のメンタルヘルス 

13. 教育相談の理論 

14. 教育相談のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて授業中に指示する。 

日常的に、教育にまつわる問題に関して、新聞やニュース等で情報を収集し、自分自身の考えをまとめるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で指示したワークシート(15%)/リアクションペーパー(15%) 
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【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内で指示したワークシート 15%,各回のリアクションペー

パー15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 春日井敏之・伊藤 美奈子編、2011、『よくわかる教育相談』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623058785) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式および討論形式で行う。 

毎回印刷資料を配布し、それに添って進める。 

自分自身で考え、話し合う場面を多く設定するため、学生の積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF005／道徳教育の理論と方法 

(Moral Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しい道徳教育の理念と方法 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解します。また、学校の教育活動全体を通じて行う道

徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法を理解します。 

 とくに小学校における道徳教育の考え方及び道徳の時間の指導方法について、「そもそも道徳とは何であり、なぜその教育が

必要なのか」という問いにさかのぼり、理論的・理念的に理解すると同時に、現在、興隆しつつある新しい道徳教育方法の開発を

目指します。 

 

 Students will understand the purpose and content of moral education at schools based on the significance and rationale of 

morality. Also, students will understand instruction plans and instruction methods necessary in the subject of moral education 

as carried out through the school’s overall educational activities. 

 Especially regarding elementary school moral education thinking and instructional methods, students will take on the question 

of “what was morality originally and why is it necessary in education?,” and while also understanding logically and philosophically, 

aim for creating new methods of moral education while improving current methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）前半では、道徳教育を行うに当たって、現代倫理学と現代道徳理論の基礎的な考え方を身につけてもらいます。以下のことが

できるようにします。道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ、

情報モラル等）を理解している。子供の心の成長と道徳性の発達について理解している。学習指導要領に示された道徳教育及び

道徳科の目標及び主な内容を理解している。 

２）後半では、道徳科における指導計画や指導方法を学びます。講義で自分自身で道徳的な問題についてディスカッションして、

対話による道徳教育の方法、評価の在り方などについて実践的に学びます。以下のようなことを学びます。学校における道徳教

育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解

している。道徳科における教材の特徴を踏まえて、授業設計に活用することができる。授業のねらいや指導過程を明確にして、道

徳科の学習指導案を作成することができる。道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方を理解している。模擬授業の実施とその

振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

 

1) In the first half of the class, students will become competent in the basic ways of thinking in modern ethics and moral theory 

in order to carry out moral education. Students will be able to do the following things. Students will be able to explain the 

qualities of morality (what is morality?). Students will understand issues of moral education (bullying, information morals, etc.) in 

modern society as well as in the history of moral education. Students will understand the growth of children’s minds and the 

development of morality. Students will understand the goals and main contents of moral education and the subject of moral 

education as laid out in the curriculum guidelines. 

2) In the second half of the class, students will study instruction plans and methods in the subject of moral education. In the 

lecture, students will discuss moral issues that affect them, and learn about moral education methods and evaluation methods, 

etc., practically through dialogue. Students will learn the following things. Students will understand the necessity of moral 

education instruction planning in schools and instruction through schools’ overall educational activities. Students will 

understand the characteristics of diverse instructional approaches for bringing out qualities of moral education class. Students 

will be able to actively design classes based on the characteristics of course materials in the subject of moral education. 

Students will be able to clarify the class aims and instructional process, and make a learning plan for the subject of moral 

education. Students will understand learning evaluation methods based on the characteristics of the subject of moral education. 

Through holding model classes and reflecting on them, students will develop an eye for class improvements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 講義の目的と内容、方法についての説明 

2. 道徳の本質とは何か、倫理的とは何か：現代社会における道徳教育の課題 

3. 現代倫理学の基礎１：義務論と功利主義 

4. 現代倫理学の基礎２：現代の正義論 
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5. 現代の道徳教育理論１：子供の心の成長と道徳性の発達 

6. 現代の道徳教育理論２：道徳教育の授業理論（道徳教育の歴史、学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標及び主な

内容、「考え、議論する道徳」） 

7. 現代の道徳教育理論３：シチズンシップと道徳教育 

8. 道徳教育の指導法：道徳教育をどう指導するか、指導計画と指導の必要性、道徳科の特性と多様な指導法、教材と授業設

計、評価の仕方 

9. 新しい道徳教育の方法１：ディベートの取り入れ方（模擬授業、学習指導案の作成、学習評価の仕方、以下４回） 

10. 新しい道徳教育の方法２：ディベートの取り入れ方 

11. 新しい道徳教育の方法３：対話型教育の取り入れ方 

12. 新しい道徳教育の方法４：対話型教育の取り入れ方 

13. 新しい道徳教育の方法５：応用倫理学的テーマと体験学習、その他の多様な指導法 

14. 模擬授業のふりかえりと授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定された資料を読み、講義内でのディスカッションに準備すること。授業内容に当たる部分について小学校学習指

導要領道徳編に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義でのディスカッションへの参加(20%)/講義内提出物(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領道徳編』、東洋館出版 (ISBN:449102376X) 

2. 河野哲也、2011、『道徳を問い直す』、筑摩書房 (ISBN:4480065954) 

3. 河野哲也、2018、『じぶんで考え じぶんで話せる ： こどもを育てる哲学レッスン』、河出書房新社 (ISBN:9784309248691) 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水将吾・河野哲也監訳、2014、『子どものための哲学授業: 「学びの場」のつくりか』、河出書房新社 (ISBN:4309247016) 

2. 松下良平、2011、『道徳教育はホントに道徳的か？』、日本図書センター (ISBN:428430447X) 

3. 小寺 正一・藤永 芳純、2009、『道徳教育を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790714047) 

4. 小玉重夫、2003、『シティズンシップの教育思想 』、白澤社 (ISBN:4768479065) 

5. B・クリック、2011、『シティズンシップ教育論: 政治哲学と市民』、法政大学出版局 (ISBN:4588603205) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義だけではなく、ディスカッションと、ディスカッションをファシリテートする教育方法を実践する講義になります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF012／特別活動の理論と方法 

(Co-curricular Activities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育における特別活動 

担当者名 

（Instructor） 
上岡 学(UEOKA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動を理論面・実践面から多角的に考察する。同時に特別活動に関連する教育全

般に関する教育観について考察を行う。 

 

Students will consider the theory and practice of special activities from a multifaceted point of view focusing on elementary 

school but also including junior high school and high school. They will simultaneously consider educational perspectives relating 

to special activities for general education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動に関して，歴史・位置づけ・内容・実施方法・評価方法を考察していく。教育観

に関しては，様々なトピックスをテキストに，教育という切り口から現象を捉え，考察していく。 

基本的に１授業を２つに分け，小学校を中心とした特別活動に関する内容と教育観に関する内容との２部構成とする。 

特別活動に関する授業は，学習指導要領の項目に対応させながら，学校教育で行われている数々の事柄の位置づけや意義を

明らかにしていき，考察を加えていきたい。 

教育観に関する授業は，教育に関するいくつかの言説について捉え，その幅と深さに気づき，考察を加えていきたい。 

 

Students will consider the history, positioning, contents, implementation methods and evaluation methods related to special 

activities with a primary focus on elementary school but also including junior high school and high school. Students will take in 

and consider numerous topics related to educational philosophy from an educational perspective. 

The class will basically be divided in half, comprised of content related to special activities with a focus on elementary school 

and content related to educational philosophies. 

The classes about special activities will clarify the various positions and significance of patterns carried out in school education 

while handling items from the curriculum guidelines, giving this additional consideration. 

The classes about educational philosophies will address the discourse surrounding education, take note of its breadth and 

depth, and give it additional consideration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育における特別活動 

2. 学級活動１（活動の種類と指導計画） 

3. 学級活動２（指導内容と指導方法） 

4. 学級経営と学級活動の関係１（指導計画） 

5. 学級経営と学級活動の関係２（指導内容） 

6. 児童会活動１（指導方法） 

7. 児童会活動２（留意点） 

8. クラブ活動 

9. クラブ活動と中学校部活動 

10. 学校行事１「儀式的行事」 

11. 学校行事２「文化的行事」 

12. 学校行事３「健康安全・体育的行事」 

13. 学校行事４「遠足・集団宿泊的行事」 

14. 学校行事５「勤労生産・奉仕的行事」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の内容をあらかじめ熟読し、疑問点や課題を整理しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/各回のリアクションレポート（出欠を含む）(50%)/課題(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 上岡学、2020、『特別活動』、ミネルヴァ 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『学習指導要領 特別活動編』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF013／生徒指導・進路指導 

(Career Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒指導と進路指導とは密接に関連している。その関係性について、社会と教育制度の近代化の中で把握するとともに、生徒理

解とは何かという問題について原理論的な理解をめざす。それを踏まえて、生徒指導と進路指導の今日的課題を理解するととも

に対応の仕方を検討し、長期的展望に立った指導のできる教師となるための実践的方法の獲得をめざす。 

 

Career guidance and counseling for students are closely linked in schools. Regarding the nature of this relationship, students will 

aim to fundamentally grasp the issue of student comprehension along with understanding the modernization of social and 

educational systems. Based on that, in addition to understanding the daily issues of career guidance and counseling, students 

will consider ways of handling these, and acquire practical methods for becoming teachers who can provide guidance with a 

long-term perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会化問題から非行・問題行動への対応まで、生徒指導の守備範囲は広い。教育問題の歴史と現在を概観する中で、生徒指導

や進路指導がどのように考えられ実践されてきたか。そうした実践を支える教師による生徒理解とはどのようなものであったの

か。それらを理解したうえで、現代の教育問題と進路問題の特徴を理解するとともに、その指導のあり方を考えていきたい。 

 

From socialization problems to delinquency and problematic behavior, the range of counseling is broad. Among the history and 

present of educational issues, what practices have been thought of regarding how to handle career guidance and counseling? 

This class explores what student comprehension means to teachers who support those practices. By building on these things 

and identifying the characteristics of current educational issues and career guidance issues, students will think about those 

methods of guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導・進路指導とは何か  

2. 生徒指導・進路指導の現状と課題 

3. 生徒指導・進路指導の歴史（1）：近代教育制度の成立と普及の中で 

4. 生徒指導・進路指導の歴史（2）：戦後混乱期から高度経済成長期の中で 

5. 生徒指導・進路指導の歴史（3）：少子化と高学歴社会の中で 

6. 生徒理解論（1）：個性とは何か 

7. 生徒理解論（2）：行動の理解・心の理解 

8. 生徒理解論（3）：理解の方法について 

9. 現代日本の教育問題（1）：体罰 

10. 現代日本の教育問題（2）：不登校 

11. 現代日本の教育問題（3）：いじめ 

12. 現代日本の教育問題（4）：発達障害 

13. 進路指導と学歴問題 

14. 進路指導とキャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小レポート(60%)/授業内小レポート(40%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はプリントで配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／理科教育法 ａ 

(Teaching Methods: Sciences a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校理科教材研究の方法と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校理科における学習内容について、自然科学の体系である物理、化学、生物、地学の内容系統に即して具体的な事物･現

象に基づき、観察や実験といった操作活動を通して、理科教育における指導法・教材開発のあり方を検討する。最終的には、小

学校理科の授業をつくる基本的な資質・能力や技能を養う。 

 

Regarding learning content of science in elementary schools, students will consider instructional methods and course material 

development in science education through manipulation activities such as observation and experimentation based on specific 

occurrences and phenomena in line with overall content of the natural sciences of physics, chemistry, biology and geology. 

Finally, students will develop the basic qualities and skills for creating elementary school science classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校理科の「Ａ 物質・エネルギー」「Ｂ 生命・地球」という二つの内容に関する単元の内容、およびその背景にある科学的知

識や技能を実物に触れながら講義するとともに、可能な限り観察や実験の具体的な操作技能の指導も行う。併せて、教材研究

のあり方や方法、理科授業の設計や評価のための方法についても具体的に講義する。 

 

While gaining practical familiarity with the basic contents and background scientific knowledge and techniques of two elementary 

science courses, “A. Matter/Energy,” and “B. Life/the Earth” through the lecture, students will carry out instruction of specific 

manipulation activities such as observation and experimentation as much as possible. The course will also cover specific 

lectures regarding course material research types and methods as well as methods for designing and evaluating science classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（小学校理科教材研究の目的・方法・内容） 

2. 学習指導要領が求める理科教育像 

3. 理科授業と教材研究のあり方：問題解決の過程を取り入れた授業の設計 

4. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池と豆電球） 

電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池とモーター） 

5. 磁石と電流に関する観察・実験と教材研究（永久磁石と電磁石） 

6. 電流に関する観察・実験と教材研究（発電と蓄電） 

7. 指導案を作成し、模擬授業を行う（A区分の内容） 

8. 指導案を作成し、模擬授業を行う（A区分の内容） 

9. 太陽や月･星に関する教材研究 

10. 小学校理科の指導法と評価について 

11. 指導案を作成し、模擬授業を行う（B 区分の内容） 

12. 指導案を作成し、模擬授業を行う 

13. 指導案を作成し、模擬授業を行う 

14. これからの理科教育のもつ課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小学校時代の理科の授業を想起していただきたい。 

可能な限り、現在の小学校理科の教科書を見て、小学校理科授業のイメージをとらえ，自らが受けてきた理科授業と比較し共通

点と違いを見いだしていただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業の中で提出していただくレポート(40%) 

単位修得のためには 75％（３／４）以上の出席を必要とする。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2019、『改訂版『なぜ、理科を教えるのか』』、文溪堂 

2. 文部科学省、平成 29年 7 月、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 理科編』、東洋館出版社 

 

参考文献（Readings） 

令和２年度 小学校理科の教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 観察、実験の操作活動を行う授業内容を多く含んでいます。服装、髪の毛など十分な配慮をお願いします。観察･実験を行う日

には、できれば白衣やエプロンなどがあれば用意してもらいたいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／図画工作科教育法 ａ 

(Teaching Methods: Painting and Handwork a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術活動と教育の結節点をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校図画工作科における授業の目標や内容を理解し、つくりだす喜びを味わうため、様々な素材と行為の実際を踏まえた教材

研究と授業設計を行う方法を身につける。 

しかし、図画工作科の指導は教師の考え方や感じ方、そして身体性によって大きく異なってくることも事実である。そのためこの授

業では、図画工作科自体が持っている表現の多様性に降り立ち、そのような指導に必要な教師の「転換（転回）」について理解す

ることがまず重要となる。 

 

Students will understand the goals and contents of elementary school arts and handcrafts classes, and in order to experience 

the joy of creating, become competent in methods of course material research and class design based on various, actual course 

materials and activities. 

However, instruction in arts and handcrafts varies significantly depending on the teacher’s way of thinking, feeling and 

embodiment. In this class for that purpose, diverse expressions held by arts and handcrafts will be laid out, and understanding 

the changes (inversions) required for teachers instructing these classes will be very important. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、学習指導要領に基づき「目標・内容」「表現・鑑賞」「共通事項」「材料・用具」などについての解説を行うが、重要なのは

受講者も一緒に「子どもの身体」に遡行しつつ考えていくことが必要となる。また、そのことは同時に近代・現代芸術の基本的なあ

り方に接続することも必要であり、自ずから教育との結節点を探っていくことにもなるはずである。そして、その結節点に位置する

のが「造形遊び」である。 

後半は授業提案を行い、実践的に図画工作科の授業を考えてみる。 

 

In the first half of the class, based on curriculum guidelines, students will carry out analysis of “objectives and content,” 

“expression and appreciation,” “common matters,” “materials and implements,” etc., but what is most important is that students 

also must think about “the bodies of children” while backtracking to them. Also, at the same time, it is also necessary to 

connect the basics of modern and current arts, and to search out the nodes connecting yourself and education. Also, the 

placement of these nodes is “artistic play activities.” 

In the second half of the class, students will carry out class proposals, and try thinking about practical arts and handcrafts 

classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「図画工作科とはどのような教科か（１）」学習指導要領から考える 

2. 「図画工作科とはどのような教科か（２）」近代・現代美術との関連から 

3. 図画工作科とはどのような教科か（３）」子供の身体と造形表現活動から 

4. 図画工作科の内容「表現」 

5. 図画工作科の内容「鑑賞」 

6. ［共通事項］について 

7. 「教材・用具」について（素材と行為） 

8. 描画の発達過程、評価の考え方 

9. 教科書の調査、授業構想、教材研究、学習指導案作成のポイント等について 

10. 授業提案の構想 

11. 学習指導案の作成と授業提案（グループ１） 

12. 学習指導案の作成と授業提案（グループ２） 

13. 学習指導案の作成と授業提案（グループ３） 

14. 学習指導案の作成と授業提案（グループ４）  

まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/リアクションペーパー、小レポート等(35%)/授業内に指示した提出物等(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

2. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:978-4-88303-229-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／体育科教育法 

(Teaching Methods: Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年 4 月 14 日付 開講学期変更 

【変更前】秋学期→【変更後】春学期 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校体育科授業を実施するために授業指導案を作成し，実際に模擬授業を行うことで，小学校体育における指導上の留意点

について学習する。 

 

Students will create class lesson plans for carrying out elementary school physical education classes, and by conducting actual 

mock classes, learn points to remember for instructing elementary school physical education classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業指導案をもとに運動の楽しさを体験することや心身の健全な発達を目指したプログラムを計画する。その際には，安全確

保， 動機付けや個人差の考慮など，体を動かす実技指導特有の問題を踏まえた授業運営が必要となる。また，授業進行を考え

ると，児童を整列させることやグルーピングなど指示の出し方によって成果が違ってくる。このような点を考え，模擬授業終了後

に，振り返りの討論の時間を設ける。各授業の時間配分は以下の通りである。 

１．出席と模擬授業の準備，確認 15 分 

２．模擬授業 45 分 

３．振り返りの討論 25 分 

４．まとめ 5 分 

あらかじめ少人数のグループを作り「指導案の作成」「模擬授業」「模擬授業レポートの作成」を行っていく。授業は担当グループ

以外の学生が児童役で実施するものとする。模擬授業終了後，振り返りの討論で楽しく魅力的な体育授業について議論する。 

 

Based on their class lesson plans, students will plan a program aimed at letting pupils experience the fun of exercise and 

developing physical and mental health. At that time, it will be necessary to run a class that is based on problems specific to 

coaching athletics such as consideration of safety checks, motivation and individual differences, etc. Also, when students think 

about the progression of the class, they will get different results depending on how they give directions to line pupils up in rows 

or form groups, etc. Students will think about these kinds of points, and after completing a mock class will be given time to 

discuss their reflections on it. Each class will follow the below time schedule. 

1. Attendance check and mock class preparation and checking, 15 minutes. 

2. Mock class 45 minutes 

3. Reflection discussion 25 minutes 

4. Summary 5 minutes 

Students will make small groups in advance and carry out “writing instruction plans,” “mock classes,” and “writing reports on 

mock classes.” For class, students other than those in the group in charge will take on the roles of pupils. After finishing the 

mock class, students will have a reflective discussion about creating fun and appealing physical education classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよびグルーピング 

2. 模擬授業１ 

3. 模擬授業２ 

4. 模擬授業３ 

5. 模擬授業４ 

6. 模擬授業５ 

7. 模擬授業６ 

8. 模擬授業７ 

9. 模擬授業８ 

10. 模擬授業９ 

11. 模擬授業 10 

12. 模擬授業 11 

13. 模擬授業 12 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業のための準備（シミュレーション）を事前に十分行うこと。また，２回目以降は運動が出来る服装，靴に着替えて集合する

こと。施設はポール・ラッシュ・アスレチックセンター地下２階アリーナ、４階多目的コート、地下１階プールを使用予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(40%)/指導実践内容(30%)/指導案レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

2. 鈴木直樹 他 編著、2013、『学び手の視点から創る小学校の体育授業』、大学教育出版 (ISBN:978-4-86429-243-6) 

3. 日本サッカー協会、2014、『サッカー指導の教科書』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03023-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

2020 年 4 月 14 日付 開講学期変更 

【変更前】秋学期→【変更後】春学期 

 

  



 - 695 - 

■AF112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職研究 

(Studies on Teaching Profession) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自らの「教育実践哲学」をつくりあげる 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会における教職の専門化を背景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等についての理解を深めるとともに、

教職への意欲を高めつつも、自らの適性を判断して進路選択に資する教職のあり方を、受講生の立場からも検討していく。その

過程で、各自の教育実践哲学（教師観・授業観・子ども観）の構築もはかりたい。 

 

With an awareness of education’s specialization in modern society, students will become competent in and heighten their 

awareness of the significance of teaching, the teacher’s role, quality proficiency and job content, as well as judging their own 

suitability and understanding the types of work they are choosing to do in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の学校教育や教職の社会的意義を理解し、教育改革の動向を踏まえて、今日の教員に求められる役割や資質能力および

教員の職務内容を理解する。さらに学校の役割が拡大する中で、学校が内外の専門家等と連携して対応する必要性について、

模擬授業も積極的に活用して具体的に理解できるようにする。 

 

Students will understand the social significance of modern school education and teaching work, and based on promoting 

educational advances, will understand the roles, skill proficiencies and job descriptions of teachers today. Furthermore, as the 

roles of schools expand, students will gain a specific understanding of the necessity of working together with specialists inside 

and outside the school through mock classes and activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション： 授業の目標、内容、運営方法、教材・資料、評価方法 

2. 教職とは何か（1） 公教育の目的と社会的存在としての教員 

3. 教職とは何か（2） 教職の意義と教職の置かれている社会的状況 

4. 教職とは何か（3） 教員の服務内容、服務上及び身分上の義務及び身分保障とその課題 

5. 教職への進路（1） 受講者の出会った教師たちと目指す教師観の形成 

6. 教職への進路（2） 大学における教員養成と求められる基礎的な資質能力 

7. 教職への進路（3） 教職の職業的特性と個人の適性 

8. 教師の仕事とは何か（1） 教育課程全体を通じての学習指導・生徒指導のあり方 

9. 教師の仕事とは何か（2） 学級経営と学級担任の意味 

10. 教師の仕事とは何か（3） 学校運営と学校分掌組織 

11. 教師の成長とは何か（1） 初任期における授業研究の方法・児童理解の方法 

12. 教師の成長とは何か（2） 教師のライフコースと学び続ける教師 

13. 教師の成長とは何か（3） 専門性としてのチーム学校とカリキュラム・マネージメント 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としての学習指導案の作成（必要に応じて随時） 

復習としての毎回のリアクションペーパーの提出（毎回） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/毎回のリアクションペーパーの提出(80%)/学習指導案の作成(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総説編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03461-4) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 保富三夫・砂田信夫編著、2018、『教職論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08185-1) 

2. 新しい学習指導要領を研究する会、2017、『平成 29 年度版 小学校新学習指導要領 Q&A』、明治図書 (ISBN:978-4-18-

119817-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ａ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 
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12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 

   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。とくに、教育学科からの履修ファイルを活用するので、折々の

必要性に応じて履修カルテの記入を忘れないようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの

課題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ｂ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
田代 敏博(TASHIRO TOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 
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12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 

   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。とくに、教育学科からの履修ファイルを活用するので、折々の

必要性に応じて履修カルテの記入を忘れないようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの

課題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ｃ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
赫多 久美子(KAKUTA KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 
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12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 

   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。とくに、教育学科からの履修ファイルを活用するので、折々の

必要性に応じて履修カルテの記入を忘れないようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの

課題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／初等教育実習 

(Teaching Practices in Primary School) 

担当者名 

（Instructor） 

秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

前田 一男(MAEDA KAZUO) 

田代 敏博(TASHIRO TOSHIHIRO) 

田中 里佳(TANAKA RIKA) 

小谷 由美(KOTANI YUMI) 

河野 哲也(KONO TETSUYA) 

市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

稲田 素子(INADA MOTOKO) 

赫多 久美子(KAKUTA KUMIKO) 

渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育実践を通して，学校とそれを取り巻く状況や児童への理解を深めるとともに，授業づくりの体験的学習を通して、教師として

の力量形成の第一歩とする。また教職への適性を最終的に見定める。 

 

Along with deepening their understanding of schools, the situations surrounding them and children, through education practice, 

students will also take the first steps toward developing proficiency as teachers through classes that develop their abilities. 

Also, students will ultimately judge their suitability for becoming teachers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育実習は、事前指導、学校現場での教育実習、事後指導の 3つから成り立つ。 

事前指導では，指導担当教員との打合わせ，実習への心構えや諸注意に関する具体的な講義，現職教員による講話を予定して

いる。学校現場での教育実習は 4 週間とし、大学の担当教員は小学校に出向いて授業を参観、講評するなどを行う。事後指導

では，実習の振り返りと，教育問題についての講話を通して，各自の実習体験を対象化できるようにする。 

 

The teaching practicum is comprised of three parts: prior instruction, teacher practicum on-site at schools and follow-up 

instruction. 

In the prior instruction, students will meet with the instructing teacher in charge, have a specific lecture relating to practicum 

preparation and various points of caution, as well as attending a lecture from a current teacher. Students will have four weeks 

of teaching practicum on-site at a school, and the university instructor in charge will observe and evaluate their classes. In the 

follow-up instruction, students will reflect on the practicum, and through discussing education problems, each student’s 

practicum experience will be addressed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回事前指導－手続きの説明，実習担当教員との打合わせ 

2. 事前指導 

3. 第２回事前指導－実習の意義と位置づけ，児童理解・指導法などに関する講義 

4. 第３回事前指導－現職教員による講話 

5. 春学期教育実習 

6. 春学期教育実習 

7. 春学期教育実習 

8. 春学期教育実習 

9. 春学期事後指導 

10. 秋学期教育実習 

11. 秋学期教育実習 

12. 秋学期教育実習 

13. 秋学期教育実習 
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14. 秋学期事後指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外に指導を受けたり、近隣の学校訪問をしたりすることがある。 

テキストをよく読んで理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習レポート(40%)/各学校での教育実習の取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『初等教育実習必携』『教育実習の記録』（大学から配布する） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．3 年次から既に事前指導が始まるのでそれらの授業にも必ず出席すること。 

２．事前事後指導、教育実習共に通常の授業以上の時間を必要とする。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 705 - 

■AF121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ａ 

(Music: Vocal and Instrument 1a) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、長調と短調の音階まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲の演奏、共通教材を中心とした

小学校教材曲の歌唱、伴奏を行う。また、リコーダーと各種打楽器を用いて演奏できるようにする。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, major and minor scales. Students will perform 

small piano pieces and sing and accompany pieces from the elementary school course materials  corresponding to their own 

abilities.  

Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them together.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論と歌唱、リコーダー・打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材

曲を中心に基礎的な知識・技能から始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身に付けられるよう指導す

る。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours. Students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly 

focusing on pieces from elementary school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques 

needed for elementary school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、拍・リズム・テンポ、音符と休符 

2. 五線と音名、ピアノ演奏への導入、季節の歌唱教材 

3. 拍子、季節の歌唱教材・第１学年歌唱共通教材の歌唱 

4. 第 3 回までの補足、第２学年歌唱共通教材の歌唱、リコーダーへの導入 

5. 音程、リコーダー演奏の基本 

6. 長調の音階、第１学年歌唱共通教材の伴奏 

7. リコーダー教材、打楽器総論 

8. 各種打楽器の演奏法 

9. 短調の音階、リコーダーと打楽器による楽曲 

10. 調号、第２学年歌唱共通教材の伴奏、リコーダーと打楽器を含む教材曲 

11. 和音の基礎知識、教科書教材曲の歌唱と伴奏 

12. 五線譜に使われるいろいろな記号と音楽用語、リコーダーと打楽器を含む教材曲 

13. 楽典事項の復習、季節の歌唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に複数回の実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ピアノレッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (ISBN:4520681210223) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ｂ 

(Music: Vocal and Instrument 1b) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、長調と短調の音階まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲の演奏、共通教材を中心とした

小学校教材曲の歌唱、伴奏を行う。また、リコーダーと各種打楽器を用いて演奏できるようにする。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, major and minor scales. Students will perform 

small piano pieces and sing and accompany pieces from the elementary school course materials  corresponding to their own 

abilities.  

Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them together.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論と歌唱、リコーダー・打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材

曲を中心に基礎的な知識・技能から始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身に付けられるよう指導す

る。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours. Students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly 

focusing on pieces from elementary school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques 

needed for elementary school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、拍・リズム・テンポ、音符と休符 

2. 五線と音名、ピアノ演奏への導入、季節の歌唱教材 

3. 拍子、季節の歌唱教材・第１学年歌唱共通教材の歌唱 

4. 第 3 回までの補足、第２学年歌唱共通教材の歌唱、リコーダーへの導入 

5. 音程、リコーダー演奏の基本 

6. 長調の音階、第１学年歌唱共通教材の伴奏 

7. リコーダー教材、打楽器総論 

8. 各種打楽器の演奏法 

9. 短調の音階、リコーダーと打楽器による楽曲 

10. 調号、第２学年歌唱共通教材の伴奏、リコーダーと打楽器を含む教材曲 

11. 和音の基礎知識、教科書教材曲の歌唱と伴奏 

12. 五線譜に使われるいろいろな記号と音楽用語、リコーダーと打楽器を含む教材曲 

13. 楽典事項の復習、季節の歌唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に複数回の実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ピアノレッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (ISBN:4520681210223) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ｃ 

(Music: Vocal and Instrument 1c) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、長調と短調の音階まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲の演奏、共通教材を中心とした

小学校教材曲の歌唱、伴奏を行う。また、リコーダーと各種打楽器を用いて演奏できるようにする。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, major and minor scales. Students will perform 

small piano pieces and sing and accompany pieces from the elementary school course materials  corresponding to their own 

abilities.  

Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them together.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論と歌唱、リコーダー・打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材

曲を中心に基礎的な知識・技能から始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身に付けられるよう指導す

る。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours. Students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly 

focusing on pieces from elementary school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques 

needed for elementary school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、拍・リズム・テンポ、音符と休符 

2. 五線と音名、ピアノ演奏への導入、季節の歌唱教材 

3. 拍子、季節の歌唱教材・第１学年歌唱共通教材の歌唱 

4. 第 3 回までの補足、第２学年歌唱共通教材の歌唱、リコーダーへの導入 

5. 音程、リコーダー演奏の基本 

6. 長調の音階、第１学年歌唱共通教材の伴奏 

7. リコーダー教材、打楽器総論 

8. 各種打楽器の演奏法 

9. 短調の音階、リコーダーと打楽器による楽曲 

10. 調号、第２学年歌唱共通教材の伴奏、リコーダーと打楽器を含む教材曲 

11. 和音の基礎知識、教科書教材曲の歌唱と伴奏 

12. 五線譜に使われるいろいろな記号と音楽用語、リコーダーと打楽器を含む教材曲 

13. 楽典事項の復習、季節の歌唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に複数回の実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ピアノレッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (ISBN:4520681210223) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ａ 

(Music: Vocal and Instrument 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
市川 恵(ICHIKAWA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和音、コードネームを理解し、小学校教材曲の弾き歌いをする。声、リコーダー、各種打楽器等を用いたアンサンブルをする。 

 

Students will  understand chord names and learn how to sing and accompany pieces from the elementary school course 

materials. Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them 

together.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論、歌唱、リコーダー、打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも音楽実技 1 で

の学習内容を発展、応用させ、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours.  Based on the content of  "music practice 1", students will develop proficiency in music 

theory and techniques needed for elementary school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長調および短調の音階と和音の復習、季節の歌唱教材 

2. 音階と和音の基礎練習、メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. 音階と和音の基礎練習、マイナーコード、セブンスコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

4. ハ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第３学年の歌唱共通教材 

5. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材 

7. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、声のアンサンブル 

9. 短調のコードネーム伴奏、声のアンサンブル 

10. 短調のコードネーム伴奏、各種打楽器を含んだ教材 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、各種打楽器を含んだ教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル 

13. 器楽合奏、合唱、歌唱共通教材まとめ 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(25%)/ペーパーテスト(35%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (ISBN:4520681210223) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ｂ 

(Music: Vocal and Instrument 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
市川 恵(ICHIKAWA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和音、コードネームを理解し、小学校教材曲の弾き歌いをする。声、リコーダー、各種打楽器等を用いたアンサンブルをする。 

 

Students will  understand chord names and learn how to sing and accompany pieces from the elementary school course 

materials. Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them 

together.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論、歌唱、リコーダー、打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも音楽実技 1 で

の学習内容を発展、応用させ、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours.  Based on the content of  "music practice 1", students will develop proficiency in music 

theory and techniques needed for elementary school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長調および短調の音階と和音の復習、季節の歌唱教材 

2. 音階と和音の基礎練習、メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. 音階と和音の基礎練習、マイナーコード、セブンスコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

4. ハ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第３学年の歌唱共通教材 

5. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材 

7. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、声のアンサンブル 

9. 短調のコードネーム伴奏、声のアンサンブル 

10. 短調のコードネーム伴奏、各種打楽器を含んだ教材 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、各種打楽器を含んだ教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル 

13. 器楽合奏、合唱、歌唱共通教材まとめ 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(25%)/ペーパーテスト(35%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (ISBN:4520681210223) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ｃ 

(Music: Vocal and Instrument 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
村上 康子(MURAKAMI YASUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和音、コードネームを理解し、小学校教材曲の弾き歌いをする。声、リコーダー、各種打楽器等を用いたアンサンブルをする。 

 

Students will understand chord names and learn how to sing and accompany pieces from the elementary school course 

materials. Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them 

together.   

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論、歌唱、リコーダー、打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも音楽実技 1 で

の学習内容を発展、応用させ、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours. Based on the content of "music practice 1", students will develop proficiency in music 

theory and techniques needed for elementary school classes.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長調および短調の音階と和音の復習、季節の歌唱教材 

2. 音階と和音の基礎練習、メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. 音階と和音の基礎練習、マイナーコード、セブンスコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

4. ハ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第３学年の歌唱共通教材 

5. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材 

7. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、声のアンサンブル 

9. 短調のコードネーム伴奏、声のアンサンブル 

10. 短調のコードネーム伴奏、各種打楽器を含んだ教材 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、各種打楽器を含んだ教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル 

13. 器楽合奏、合唱、歌唱共通教材まとめ 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(25%)/ペーパーテスト(35%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (ISBN:4520681210223) 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 716 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 １ａ 

(Art Education 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

By conducting elementary school arts and handcrafts classes, this course aims to teach students the most essential viewpoints 

and thought through various materials and experiences with those materials as well as observation experiences. The course also 

aims to give students a sense of the fun and significance of artistic expression activities through physical experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

 

Learning content involving artistic expression in elementary school arts and handcrafts classes will be split into two types of 

activities, “artistic play activities” and “expressing pictures, models and crafts.” Especially in “artistic play activities,” even for 

the activities forming the basics of painting and handwork classes, the relevant theories and practice contents are not generally 

known. In this class, based on these types of realities, students will search for nodes between artistic activities and education 

centering on practical learning in order to backtrack to children’s bodies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. 絵画って何だろう？（１） 

3. 絵画って何だろう？（２） 

4. 「ピカソを超えよう」 

5. 「ドローイング／にじみをつくろう」 

6. 「コラージュ／地と図の転換」（１） 

7. 「コラージュ／地と図の転換」（２） 

8. 中間まとめ／近代・現代絵画の鑑賞と解説 

9. 「倒立像の模写」 

10. 「素材と行為」（１） 

11. 「素材と行為」（２） 

12. 「素材と行為」（３） 

13. 「素材と行為」（４） 

14. 鑑賞とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/リアクションペーパー・作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

3. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 １ｂ 

(Art Education 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

By conducting elementary school arts and handcrafts classes, this course aims to teach students the most essential viewpoints 

and thought through various materials and experiences with those materials as well as observation experiences. The course also 

aims to give students a sense of the fun and significance of artistic expression activities through physical experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

 

Learning content involving artistic expression in elementary school arts and handcrafts classes will be split into two types of 

activities, “artistic play activities” and “expressing pictures, models and crafts.” Especially in “artistic play activities,” even for 

the activities forming the basics of painting and handwork classes, the relevant theories and practice contents are not generally 

known. In this class, based on these types of realities, students will search for nodes between artistic activities and education 

centering on practical learning in order to backtrack to children’s bodies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. 絵画って何だろう？（１） 

3. 絵画って何だろう？（２） 

4. 「ピカソを超えよう」 

5. 「ドローイング／にじみをつくろう」 

6. 「コラージュ／地と図の転換」（１） 

7. 「コラージュ／地と図の転換」（２） 

8. 中間まとめ／近代・現代絵画の鑑賞と解説 

9. 「倒立像の模写」 

10. 「素材と行為」（１） 

11. 「素材と行為」（２） 

12. 「素材と行為」（３） 

13. 「素材と行為」（４） 

14. 鑑賞とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/リアクションペーパー・作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

3. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 ２ａ 

(Art Education 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

By conducting elementary school arts and handcrafts classes, this course aims to teach students the most essential viewpoints 

and thought through various materials and experiences with those materials as well as observation experiences. The course also 

aims to give students a sense of the fun and significance of artistic expression activities through physical experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

秋学期は立体的な造形活動を中心に、共同制作や環境へのアプローチまで内容を広げたい。 

 

Learning content involving artistic expression in elementary school arts and handcrafts classes will be split into two types of 

activities, “artistic play activities” and “expressing pictures, models and crafts.” Especially in “artistic play activities,” even for 

the activities forming the basics of painting and handwork classes, the relevant theories and practice contents are not generally 

known. In this class, based on these types of realities, students will search for nodes between artistic activities and education 

centering on practical learning in order to backtrack to children’s bodies. 

During the fall semester, students will be required to broaden their range of collaborative creation and environmental 

approaches, centering on three-dimensional modeling activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. ワークショップ（１） 「行為をつなぐ」 

3. ワークショップ（２）「感覚のレッスン」 

4. 「関係性をつくる」（１）フィールドワーク 

5. 「関係性をつくる」（２）制作 

6. 「関係性をつくる」（３）発表・鑑賞 

7. 中間まとめ／現代美術の鑑賞 

ダンボールの造形（１） 

8. ダンボールの造形（２） 

9. ダンボールの造形（３）鑑賞 

10. 「素材と行為」（１） 多色刷り木版画・1 版目 

11. 「素材と行為」（２） 多色刷り木版画・２版目 

12. 「素材と行為」（３） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

13. 「素材と行為」（４） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

14. 作品鑑賞会 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/リアクションペーパー・作品コメント等(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

3. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、三元社 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 ２ｂ 

(Art Education 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

By conducting elementary school arts and handcrafts classes, this course aims to teach students the most essential viewpoints 

and thought through various materials and experiences with those materials as well as observation experiences. The course also 

aims to give students a sense of the fun and significance of artistic expression activities through physical experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

秋学期は立体的な造形活動を中心に、共同制作や環境へのアプローチまで内容を広げたい。 

 

Learning content involving artistic expression in elementary school arts and handcrafts classes will be split into two types of 

activities, “artistic play activities” and “expressing pictures, models and crafts.” Especially in “artistic play activities,” even for 

the activities forming the basics of painting and handwork classes, the relevant theories and practice contents are not generally 

known. In this class, based on these types of realities, students will search for nodes between artistic activities and education 

centering on practical learning in order to backtrack to children’s bodies. 

During the fall semester, students will be required to broaden their range of collaborative creation and environmental 

approaches, centering on three-dimensional modeling activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. ワークショップ（１） 「行為をつなぐ」 

3. ワークショップ（２）「感覚のレッスン」 

4. 「関係性をつくる」（１）フィールドワーク 

5. 「関係性をつくる」（２）制作 

6. 「関係性をつくる」（３）発表・鑑賞 

7. 中間まとめ／現代美術の鑑賞 

ダンボールの造形（１） 

8. ダンボールの造形（２） 

9. ダンボールの造形（３）鑑賞 

10. 「素材と行為」（１） 多色刷り木版画・1 版目 

11. 「素材と行為」（２） 多色刷り木版画・２版目 

12. 「素材と行為」（３） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

13. 「素材と行為」（４） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

14. 作品鑑賞会 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/リアクションペーパー・作品コメント等(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

3. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、三元社 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／体育実技 

(Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 20 名 

2015 年度以前入学者のみ履修可 

2020 年 4 月 14 日付 開講学期変更 

【変更前】春学期→【変更後】秋学期  

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，小学校で実施する運動種目を扱いながら，それぞれの種目内容および教授法を理解する。また，児童の発育・発

達に応じて，楽しく運動に親しみながら健康と体力の向上を目指した体育教育の指導法を学習することを目標とする。 

 

In this class, while dealing with the types of exercise used in elementary schools, students will understand the contents and 

teaching methods of various sports events. Also, the class aims to help students learn instructional methods for physical 

education classes that improve pupils’ health and physical strength while familiarizing them with fun exercises appropriate for 

pupil growth and development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

体育指導要領の「適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」ことを実技を通して理解する。また，

「心と体を一体としてとらえて健全な成長を促す」という基本方針にくわえて「スポーツパーソンシップ」に関しても学習しながら体

育授業の心構えと指導法の技術，知識を身につける。基本的には，２時限の授業で１〜２種目の運動種目を取り上げ，その種目

の内容と練習方法を含めた教授法についての実技となる。また，池袋キャンパスで実施不可能な種目は，新座キャンパスや立教

小学校の施設を利用して行う場合がある。 

 

Students will come to understand the physical education curriculum’s tenet of "through proper exercise experience and 

understanding of health and safety, ... develop basic qualities and the abilities to participate in enjoyable physical activity 

throughout their lives, maintain and improve their health and fitness and cultivate an appropriate attitude towards leading a 

pleasant and happy life" through practical experience. Also, adding to the basic principle of "promote healthy growth of pupils 

'by considering physical and mental aspects in an integrated manner'," students will also become competent in preparation, 

teaching method techniques and knowledge of physical education classes while studying about “sportspersonship.” Basically, 

one or two sport(s) will be taken in every two periods of the class. Practical experiences including contents and practice 

methods concerning such sport(s) will also be taken in the classes. Also, there are some events that cannot be held at the 

Ikebukuro Campus that will be conducted at the Niiza Campus or using Rikkyo Elementary School facilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備体操とストレッチング・アイスブレイク（鬼遊び） 

2. 体つくり運動系（縄跳び・動きつくり・ボール遊び） 

3. 運動遊び（一輪車・ジャグリング・バランスボール）・器械運動系 1（鉄棒） 

4. 陸上競技系（かけっこ・リレー・ハードル走・跳躍） 

5. 表現運動系（表現リズム遊び・フォークダンス） 

6. ボール運動系室内ゴール型 1（ポートボール・バスケットボール・ハンドボール） 

7. ボール運動系室内ネット型 1（ドッジボール・バレーボール） 

8. ボール運動系室内ネット型 2（卓球・バドミントン・インディアカ・バドポン） 

9. ボール運動系屋外ネット型（テニス）・屋外ゴール型（サッカー・フットサル） 

10. ボール運動系室内ゴール型 2（ユニホック・アルティメット） 

11. ボール運動系ベースボール型 

12. 機械運動系 2（マット運動・跳び箱・組体操） 

13. 水泳運動系 1（ウォーター・エクササイズ・着衣泳） 

14. 水泳運動系 2（４泳法・水球） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う運動種目の内容やルールについて，各自が事前に予習してくること。また，毎回運動が出来る服装，靴に着替えて集

合すること。施設は主にポール・ラッシュ・アスレチックセンターを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/それぞれの運動種目の理解(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

2020 年 4 月 14 日付 開講学期変更 

【変更前】春学期→【変更後】秋学期 
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■AF154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／理科教育法 b 

(Teaching Methods: Sciences b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校理科教材研究の方法と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校理科における学習内容について、自然科学の体系である物理、化学、生物、地学の内容系統に即して具体的な事物･現

象に基づき、観察や実験といった操作活動を通して、理科教育における指導法・教材開発のあり方を検討する。最終的には、小

学校理科の授業をつくる基本的な資質・能力や技能を養う。 

 

Regarding learning content of science in elementary schools, students will consider instructional methods and course material 

development in science education through manipulation activities such as observation and experimentation based on specific 

occurrences and phenomena in line with overall content of the natural sciences of physics, chemistry, biology and geology. 

Finally, students will develop the basic qualities and skills for creating elementary school science classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校理科の「Ａ 物質・エネルギー」「Ｂ 生命・地球」という二つの内容に関する単元の内容、およびその背景にある科学的知

識や技能を実物に触れながら講義するとともに、可能な限り観察や実験の具体的な操作技能の指導も行う。併せて、教材研究

のあり方や方法、理科授業の設計や評価のための方法についても具体的に講義する。 

 

While gaining practical familiarity with the basic contents and background scientific knowledge and techniques of two elementary 

science courses, “A. Matter/Energy,” and “B. Life/the Earth” through the lecture, students will carry out instruction of specific 

manipulation activities such as observation and experimentation as much as possible. The course will also cover specific 

lectures regarding course material research types and methods as well as methods for designing and evaluating science classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（小学校理科教材研究の目的・方法・内容） 

2. 学習指導要領が求める理科教育像 

3. 理科授業と教材研究のあり方：問題解決の過程を取り入れた授業の設計 

4. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池と豆電球） 

電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池とモーター） 

5. 磁石と電流に関する観察・実験と教材研究（永久磁石と電磁石） 

6. 電流に関する観察・実験と教材研究（発電と蓄電） 

7. 指導案を作成し、模擬授業を行う（A区分の内容） 

8. 指導案を作成し、模擬授業を行う（A区分の内容） 

9. 太陽や月･星に関する教材研究 

10. 小学校理科の指導法と評価について 

11. 指導案を作成し、模擬授業を行う（B 区分の内容） 

12. 指導案を作成し、模擬授業を行う 

13. 指導案を作成し、模擬授業を行う 

14. これからの理科教育のもつ課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小学校時代の理科の授業を想起していただきたい。 

可能な限り、現在の小学校理科の教科書を見て、小学校理科授業のイメージをとらえ，自らが受けてきた理科授業と比較し共通

点と違いを見いだしていただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業の中で提出していただくレポート(40%) 

単位修得のためには 75％（３／４）以上の出席を必要とする。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2019、『改訂版『なぜ、理科を教えるのか』』、文溪堂 

2. 文部科学省、平成 29年 7 月、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 理科編』、東洋館出版社 

 

参考文献（Readings） 

令和２年度 小学校理科の教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 観察、実験の操作活動を行う授業内容を多く含んでいます。服装、髪の毛など十分な配慮をお願いします。観察･実験を行う日

には、できれば白衣やエプロンなどがあれば用意してもらいたいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／図画工作科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Painting and Handwork b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術活動と教育の結節点をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校図画工作科における授業の目標や内容を理解し、つくりだす喜びを味わうため、様々な素材と行為の実際を踏まえた教材

研究と授業設計を行う方法を身につける。 

しかし、図画工作科の指導は教師の考え方や感じ方、そして身体性によって大きく異なってくることも事実である。そのためこの授

業では、図画工作科自体が持っている表現の多様性に降り立ち、そのような指導に必要な教師の「転換（転回）」について理解す

ることがまず重要となる。 

 

Students will understand the goals and contents of elementary school arts and handcrafts classes, and in order to experience 

the joy of creating, become competent in methods of course material research and class design based on various, actual course 

materials and activities. 

However, instruction in arts and handcrafts varies significantly depending on the teacher’s way of thinking, feeling and 

embodiment. In this class for that purpose, diverse expressions held by arts and handcrafts will be laid out, and understanding 

the changes (inversions) required for teachers instructing these classes will be very important. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、学習指導要領に基づき「目標・内容」「表現・鑑賞」「共通事項」「材料・用具」などについての解説を行うが、重要なのは

受講者も一緒に「子どもの身体」に遡行しつつ考えていくことが必要となる。また、そのことは同時に近代・現代芸術の基本的なあ

り方に接続することも必要であり、自ずから教育との結節点を探っていくことにもなるはずである。そして、その結節点に位置する

のが「造形遊び」である。 

後半は授業提案を行い、実践的に図画工作科の授業を考えてみる。 

 

In the first half of the class, based on curriculum guidelines, students will carry out analysis of “objectives and content,” 

“expression and appreciation,” “common matters,” “materials and implements,” etc., but what is most important is that students 

also must think about “the bodies of children” while backtracking to them. Also, at the same time, it is also necessary to 

connect the basics of modern and current arts, and to search out the nodes connecting yourself and education. Also, the 

placement of these nodes is “artistic play activities.” 

In the second half of the class, students will carry out class proposals, and try thinking about practical arts and handcrafts 

classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「図画工作科とはどのような教科か（１）」学習指導要領から考える 

2. 「図画工作科とはどのような教科か（２）」近代・現代美術との関連から 

3. 「図画工作科とはどのような教科か（３）」子供の身体と造形表現活動から 

4. 図画工作科の内容「表現」 

5. 図画工作科の内容「鑑賞」 

6. ［共通事項］について 

7. 「教材・用具」について（素材と行為） 

8. 描画の発達過程、評価の考え方 

9. 教科書の調査、授業構想、教材研究、学習指導案作成のポイント等について 

10. 授業提案の構想 

11. 学習指導案の作成と授業提案（グループ１） 

12. 学習指導案の作成と授業提案（グループ２） 

13. 学習指導案の作成と授業提案（グループ３） 

14. 学習指導案の作成と授業提案（グループ４）  

まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/リアクションペーパー、小レポート等(35%)/授業内に指示した提出物等(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

2. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:978-4-88303-229-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国語科教育法ａ 

(Teaching Methods: Japanese Language a) 

担当者名 

（Instructor） 
秋保 惠子(AKIHO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年 3 月 27 日付 開講学期変更 

【変更前】春学期→【変更後】秋学期  

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 小学校国語科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方

法を身につける。 

 

 Students will understand class objectives and content of elementary school Japanese classes, and become competent with 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半は、小学校学習指導要領に示された国語科の目標や内容、国語科の背景となる学問領域との関係を理解する。後半は学

習指導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業に取り組む。模擬授業を行った後協議会でリフレクションを行い、

授業改善のための視点を身につける。その際の集団による考察・議論・発表などには主体的に臨む。 

 

 In the first half of the class, students will understand the relationships between the objectives and content of Japanese 

language class, which are described in the elementary school curriculum guidelines, and the academic discipline behind 

Japanese classes. In the second half of the class, after students have learned the class planning method points, they will carry 

out mock classes they have planned. The week after the mock classes are conducted, students will reflect and become familiar 

with perspectives regarding class improvement. The group consideration, discussion and presentations at that time will be 

examined subjectively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、受講者の経験してきた国語の授業を振り返る、グループの決定 

2. 学習指導要領における国語科の目標と内容、全体構造の理解と批判的検討(1) 

3. 学習指導要領における国語科の目標と内容、全体構造の理解と批判的検討(2) 

4. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりと国語科授業の評価 

5. 国語科の背景となる学問領域との関係 

6.  学習指導案作成のポイント、学習指導案の作成 

7. 模擬授業のリフレクションのポイント、模擬授業（1）（低学年「話すこと・聞くこと」）、模擬授業（1）のリフレクション 

次時までの課題：模擬授業（1）の次時「本時案」の作成 

8. 先行実践研究を批判的に検討するポイント、模擬授業（2）（中学年「読むこと」文学的文章）、模擬授業（2）のリフレクション 

次時までの課題：模擬授業（2）の次時「本時案」の作成 

9. 授業記録のポイント、模擬授業（3）（高学年「読むこと」説明的文章）、模擬授業（3）のリフレクション 

次時までの課題：模擬授業（3）次時「本時案」の作成  

10. 模擬授業（4）（低学年「書くこと」）、模擬授業（4）のリフレクション  

次時までの課題：模擬授業（4）次時「本時案」の作成  

11. 模擬授業（5）（中学年「書くこと」）、模擬授業（5）のリフレクション 

次時までの課題：模擬授業（5）次時「本時案」の作成 

12. 模擬授業（6）（高学年「話すこと・聞くこと」）、模擬授業（6）のリフレクション  

次時までの課題：模擬授業（6）次時「本時案」の作成 

13. 模擬授業のリフレクション、授業研究の意義と方法 

14. 国語科授業における情報機器の効果的な活用、書写指導のポイント、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員、毎回の指導案作成は必須。介護等体験などで当日出せない場合、授業開始前にメールで提出のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内課題(50%) 
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欠席が 4 回になった時点で D 評価となる。出席については初回の授業で詳細を説明する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (学習指導案等提出物の内容 30%,模擬授業とリフレクション

の内容 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領解説 国語編』、東洋館出版社 (ISBN:9784304051685) 

 

参考文献（Readings） 

1. 澤本和子・授業リフレクション研究会編、2016、『国語科授業研究の展開』、東洋館出版社 (ISBN:9784491032023  ) 

2. 森山卓郎編著、2016、『コンパクトに書く国語科授業モデル : 書けない子も書けるようになる!』、明治図書 

(ISBN:9784182214257) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）国語科教育論」を履修済みであること、あるいは並行受講することが望ましい。 

（2）毛筆の道具が必要となる。必要なものは初回の授業でお知らせする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会科教育法ａ 

(Teaching Methods: Social Studies a) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校社会科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法

を身につける。 

 

Students will understand class objectives and content of elementary school social studies classes, and become competent in 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、学習指導要領に示された社会科の目標や内容、社会科の背景となる学問領域との関係を理解する。その後は、学習指

導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業の取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業改善

のための視点を身につける。 

 

In the first half of the class, students will understand the relationships between the class objectives and content laid out by the 

elementary school curriculum guidelines and the academic discipline behind social studies classes. After that, once students 

have learned the class planning method points, they will carry out mock classes they have planned. The week after the mock 

classes are conducted, students will reflect and become familiar with perspectives regarding class improvement. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：社会科のイメージ 

2. 学習指導要領における社会科の目標と内容、全体構造の理解 

3. 社会科授業をどう評価するか 

4. 社会科の背景となる学問領域と教材研究 

5. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりをどのように行えばよいか 

6. 指導案作成の方法：目標・内容・方法・評価 

7. 指導案作成と模擬授業（１）地理分野 

8. 前回の模擬授業のリフレクション 

9. 指導案作成と模擬授業（２）歴史分野 

10. 前回の模擬授業のリフレクション 

11. 指導案作成と模擬授業（３）公民分野 

12. 前回の模擬授業のリフレクション 

13. 社会科の授業改善とカリキュラム編成 

14. 社会科授業における情報機器の効果的な活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

別途、適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/模擬授業(40%)/グループワーク(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／算数科教育法ａ 

(Teaching Methods: Mathematics a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

算数科教育法 

小学校算数科の目標を達成すべく指導と評価の在り方とその実際 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標１：小学校で算数科を指導する内容とその意義を知り、その指導と評価の在り方を知る。 

目標２：算数授業における指導と評価の実際の方法を知り、その実践力を身につける。 

目標３：算数科の指導と評価の実践から、児童理解を深める。 

目標４：算数科学習指導内容の背後にある初等数学の内容とその有用性に触れる。 

 

Objective 1: Students will know about teaching methods and their significance for elementary school math classes, and they will 

know about the relevant instruction and evaluation methods. 

Objective 2: Students will know about actual evaluation and teaching methods for math classes, and become competent in 

practical skills. 

Objective 3: Students will deepen their understanding of pupils from practical instruction and evaluation of math classes. 

Objective 4: Students will familiarize themselves with relevant elementary school math class content that forms the background 

of the math curriculum guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内を 2 部構成とする。 

第一部は、各回のテーマに沿って算数科の指導内容やその指導と評価の在り方を知るための講義をする。 

第二部は、その講義内容にそって、実際の小学校で実践されている算数授業をＤＶＤなどの映像で視聴したり、模擬的に実践を

試みたりする。 

 

Class will consist of two parts. 

The first part will be lectures on various themes that let students know about math instruction contents and methods, as well 

as evaluation methods. 

The second part will follow the content of those lectures and will have students watch DVDs, etc., of actual elementary school 

math classes being practiced as well as testing out model practice themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回：オリエンテーション：「算数科教育は何のためにあるのか」 

     学校教育法などの国の方針と新しい時代の算数教育 

2. 第２回：算数科の目標① 「算数科の学習指導は何を目指すのか」 

     学習指導要領算数科の目標とその解釈 ３つの目標とその背景（学校教育法） 

3. 第３回：算数科の目標②「指導要領と指導要録」 

     学習指導要録における算数科の評価の観点とその実際  

4. 第４回：算数科における数学的思考力① 「算数科で育てる『数学的な考え方』とは何か」 

     「論理的な考え方」と「統合的・発展的な考え方」 

5. 第５回：算数科における数学的思考力②「算数科で育てる数学の内容としての思考力とは何か」 

    「関数の考え」「集合の考え」「単位の考え」 

6. 第６回：算数科における「数学的活動とは何か」  

    数学の問題を見出し、解決し、振り返り概念化する活動 

7. 第７回：算数科における問題解決学習① 「算数科の問題解決学習とは何か」 

    算数科の問題解決学習の６段階 

8. 第８回：算数科における問題解決学習② 「算数科の問題解決学習の問題点は何か」 

    単元の指導計画の在り方 

9. 第９回：算数科における評価活動① 「算数科の授業末に実施する評価とは何か」 

    算数科の知識と技能を子どもが確実に身に着けるための「～末の評価」 

10. 第１０回：算数科における評価活動②「授業中に実施する評価活動とは何か」 

    関心意欲態度や数学的思考力を育てる学習過程に行われる瞬時の評価 

11. 第１１回：算数科の指導内容➀ 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 
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    数と計算領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 

12. 第１２回：算数科の指導内容② 「新」B 領域『図形』では何を指導するのか」 

    図形領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 

13. 第１３回：算数科の指導内容③ 「新 C 領域『測定』『変化と関係』では何を指導するのか」  

    測定領域・変化と関係領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成演習） 

14. 第１４回：算数科の指導内容④と総括 「新 D 領域『データの活用』では何を指導するのか」 

    データの活用領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成演習） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義のテーマに沿って以下のような発展的課題を解決し作業してくる。 

ア）毎回の講義内容に関する意見・感想をレポート執筆してくる。とくに視聴した算数授業に関する授業記録 

  やその授業に関する意見をきちんと論説してくる。 

イ）講義内容の復習とそのノートまとめ、自主的なノートづくりを継続的にすすめる。 

ウ）紹介された参考文献や課題書籍等を自主的に熟読しノートなどにまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終時における講義ノートの出来栄え(40%) 

３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領〈平成２９年告示〉解説 算数編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59010-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 算数科教育学研究会 編、2016、『新編 算数科教育研究 改訂版』、東洋館出版 (ISBN:978-4-7616-0390-8) 

講義演習のなかで必要に応じて、新しい指導要領に沿った参考図書を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●教材作成や資料貼付の為にはさみと糊を使用することがある。各自自分用の糊とはさみを用意すること。 

●作品としてのノートづくりをするので本講義専用のノート（できれば B５版の一般的なノート）を 用意し、講義記録のみならず自

学自習用として用いる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 736 - 

■AF164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生活科教育法ａ 

(Teaching Methods: Life Environmental Studies a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活科の授業づくり 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科らしい具体的活動や体験を通しての知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力の涵養、学びに向かう姿勢の養成を具現

化できる授業づくりを目指していく。と同時に、生活科の授業を展開できる教師の実践的力量についての見通しを獲得する。 

 

This class aims to cultivate knowledge, skill acquisition, critical thinking skills, judgement skills, expressive skills and a positive 

stance toward learning in students that can be actualized in class through the experience of specific activities and experiences, 

which are appropriate for living environment studies. At the same time, students will focus on acquiring practical abilities to 

develop living environment studies classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活科の実践の成否は「材の魅力」「教師の出と待ち」「学級経営」の 3 点に集約される。 

その観点を意識しながら、生活科の授業方法と展開（学習指導案の検討）、教材開発について理解を深める。 

次にグループに分かれて、生活科の学習指導案を協同で作成し、模擬授業を行う。また他のグループの模擬授業の批評を通し

て、生活科についての特質を理解し、授業構想力を涵養すると同時に、授業分析への批評力を高めていきたい。 

 

Success or failure in practicing living environment studies classes is determined by three points: “appeal of materials,” “teacher 

effort and patience,” and “class management.” 

While being aware of those perspectives, students will deepen their understanding of life environment class methods and 

development (with consideration given to lesson planning) and course materials development. 

Next, students will be divided into groups, will create lesson plans collaboratively and conduct mock classes. Also, by critiquing 

mock lessons from other groups, students will understand the characteristics of living environment studies classes, and at the 

same time as developing class construction skills, also improve their critiquing skills through analyzing classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学習指導要領の位置づけ 

3. 生活科教育実践の分析 

4. 模擬授業と批評会 1 

5. 模擬授業と批評会 2 

6. 模擬授業と批評会 3 

7. 模擬授業と批評会 4 

8. 模擬授業と批評会 5 

9. 模擬授業と批評会 6 

10. 模擬授業と批評会 7 

11. 模擬授業と批評会 8 

12. 模擬授業と批評会 9 

13. 模擬授業と批評会 10 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としての学習指導案の作成 

復習としてのリアクションペーパーの提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/毎回のリアクションペーパーの提出(80%)/学習指導案の作成(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）生活科編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03464-5) 

2. 田村 学編、2018、『平成 29年版 小学校学習指導要領の展開 生活編』、明治図書 (ISBN:978-4-183-28214-9) 

 

参考文献（Readings） 

適宜プリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／家庭科教育法ａ 

(Teaching Methods: Home Economics a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校家庭科教育法－教科理解と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における家庭科教育の指導に必要な知識と技能を習得し、児童・生徒の生きる力を育む教科「家庭」の魅力を探りなが

ら、授業を創造する力を身につけることを目指す 

 

Students will acquire the necessary knowledge and skills for home economics classes in elementary schools, and aim to become 

competent in class creation while deepening the appeal of the subject of home economics which develops life skills in pupils and 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校家庭科教育の目標、内容、指導計画および学習指導案の作成方法、評価等について概説する。関連して児童を取り巻く

生活課題に気づき、生きる力を身につけるための家庭科教育の果たす役割や可能性について検討していく。一方小学校家庭科

の指導で必要とされる技能面の習得もめざしていく。そのため、可能な限り体験学習（被服製作・裁縫、調理等）を多く取り入れ、

実習題材の教材研究を深めると同時に模擬授業も多く取り入れていく予定である。 

 

Students will have an overview of the academic objectives, contents, instruction plan and lesson plan construction, and 

evaluation, etc., of elementary school home economics classes. Students will become aware of lifestyle issues affecting pupils, 

and consider their role and the possibilities of home economics education in developing pupils’ life skills. Meanwhile, students 

will aim to acquire the technical aspects necessary for teaching elementary school home economics classes. For that purpose, 

as much as possible, the class will incorporate learning through experiences (garment making, textiles and cooking, etc.). 

Students will deepen their material research of practical learning materials, and take part in numerous mock lessons which are 

planned for the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（模擬授業のグループ決め 他） 

2. 家庭科の目標・内容・指導計画について（新学習指導要領の確認） 他 

3. 家庭科の指導方法と ICT の活用、学習指導案の作成や評価について 他 

4. 実習教材の検討「衣生活領域－基礎・基本の知識と技能」確認と基礎縫いの実習 他 

5. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（前半） 

6. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（後半） 

7. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議①（家族・家庭生活領域) 

8. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議②（衣食住の生活領域） 

9. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議③（消費生活・環境領域） 

10. 実習教材の検討「食生活領域－基礎基本の知識と技能」 献立作成 他 

11. 実習教材の検討「食生活領域－基礎・基本の知識と技能」 簡易調理実習と献立の確認 他 

12. 実習教材の検討「食生活領域－炊飯と味噌汁を含めた１食分の献立調理」 調理実習の実際と技能の確認 他 

13. 個人模擬授業－導入を工夫した模擬授業 

14. 学習のまとめと確認－災害時の衣食住と家庭科の学び  他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

今回はオンライン授業のため学校での取り組みは不可である。したがって補習（補講）も実施しない。衣生活領域も食生活領域も

技術・技能に関する体験学習は、各自で取り組む実習・実践課題に変更する。課題提示については授業内で指示する予定であ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案の作成と模擬授業・発表(30%)/実習教材への取り組みと提出物（作品・小レポート等）(30%)/授業内確認小テスト

(30%)/授業への参加態度(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 池﨑喜美惠編著、2020、『小学校指導法 家庭』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405815) 

2. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 

上記掲載の小学校家庭科教科書は現在発行されている現行学習指導要領に沿ったものである。新年度 4 月以降に、新課程の

もとで発行される最新の教科書が入手可能となるため、そちらを準備（購入）してほしい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡邊彩子 他、2017、『新しい家庭 5・6』、東京書籍 (ISBN:9784487104901) 

本書は小学校家庭科教科書で現在 6 年生が使用しているものである。新年度/新課程となったため、通常は 2 年間で使用する

が、5 年生が使用している教科書は別版となる。購入可能であればこれら小学校の教科書も入手しておくとよい。その他について

は授業時に紹介したいと考えている 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽科教育法ａ 

(Teaching Methods: Music a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科教育法 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校の音楽科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し，指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

Students will consider theoretical and practical issues relating to music education in elementary schools, and students will learn 

instructional methods including instruction plans and evaluations through actual experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習，学生による模擬授業，本日のライブの活動によって構成する。講義では，音楽科教育の目標やカリキュラム，子ども

の音楽的発達などについての視点を提供する。ライブでは，ゲストを交えた生演奏を通して，音楽を共有する原点を体験できるよ

うにする。 

 

The lecture and learning will be comprised of mock classes by students and live performances held that day. In this lecture, 

students will be provided with viewpoints on class objectives, curriculum and children’s musical development, etc., in music 

education. During the live performances, students will be able to experience the original purpose of sharing music through 

student performances with guests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽科の存在理由・学習指導要領 

2. 歌唱教材の研究と指導法１ 

3. 歌唱教材の研究と指導法２ 

4. 鑑賞教材の研究と指導法１ 

5. 鑑賞教材の研究と指導法２ 

6. 器楽教材の研究と指導法 

7. 年間指導計画と指導案の作成・教育評価 

8. 打楽器演奏の鑑賞と打楽器の指導法 

9. 音楽づくりの指導法と実践 

10. 音楽教育の歴史・学生グループによる模擬授業 

11. 学生グループによる模擬授業 

12. 学生グループによる模擬授業 

13. 学生グループによる模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の前に、テキスト pp.1-36 を読んでおいてください。ピアノ伴奏、ソプラノリコーダー、歌唱など、授業時間外の練習が必

要になります。学習指導案の作成、小レポートなどの課題を課します。また、模擬授業に向けては、グループでの準備が必要で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の提出物および授業への貢献(25%)/まとめのテスト(35%)/学習指導案とパフォーマンステスト(40%) 

欠席が４回以上でＤ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

2. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (ISBN:4520681210223) 

小学校学習指導要領解説音楽編 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 742 - 

■AF171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国語科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Japanese Language b) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 小学校国語科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方

法を身につける。 

 

 Students will understand class objectives and content of elementary school Japanese classes, and become competent with 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半は、小学校学習指導要領に示された国語科の目標や内容、国語科の背景となる学問領域との関係を理解する。後半は学

習指導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業に取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業

改善のための視点を身につける。その際の集団による考察・議論・発表などには主体的に臨む。 

 

 In the first half of the class, students will understand the relationships between the objectives and content of Japanese 

language class, which are described in the elementary school curriculum guidelines, and the academic discipline behind 

Japanese classes. In the second half of the class, after students have learned the class planning method points, they will carry 

out mock classes they have planned. The week after the mock classes are conducted, students will reflect and become familiar 

with perspectives regarding class improvement. The group consideration, discussion and presentations at that time will be 

examined subjectively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学習指導要領における国語科の目標と内容、全体構造の理解と批判的検討 

3. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりと国語科授業の評価 

4. 国語科の背景となる学問領域との関係、学習指導案作成のポイント 

5. 模擬授業（1：低学年文学教材）とそのリフレクション 

6. 模擬授業（2：中学年文学教材）とそのリフレクション 

7. 模擬授業（3：高学年文学教材）とそのリフレクション 

8. 模擬授業（4：低学年説明文教材）とそのリフレクション 

9. 模擬授業（5：中学年説明文教材）とそのリフレクション 

10. 模擬授業（6：高学年説明文教材）とそのリフレクション 

11. 模擬授業（7：その他の言語事項など）とそのリフレクション 

12. 模擬授業（8：その他の言語事項など）とそのリフレクション 

13. 国語科授業における情報機器の効果的な活用、書写指導のポイント 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員、毎回の指導案作成は必須。介護等体験などで当日出せない場合、授業開始前に提出を済ませること。特別な理由なく提

出が遅延した場合は適宜減点する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業中に提出する課題(50%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価となる。出席については初回の授業で詳細を説明する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (学習指導案の内容 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領解説 国語編』、東洋館出版社 (ISBN:9784304051685) 

テキストは必ず購入のこと。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 澤本和子・授業リフレクション研究会編、2016、『国語科授業研究の展開』、東洋館出版社 (ISBN:9784491032023  ) 

2. 森山卓郎編著、2016、『コンパクトに書く国語科授業モデル : 書けない子も書けるようになる!』、明治図書 

(ISBN:9784182214257) 

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（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Social Studies b) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校社会科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法

を身につける。 

 

Students will understand class objectives and content of elementary school social studies classes, and become competent in 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、学習指導要領に示された社会科の目標や内容、社会科の背景となる学問領域との関係を理解する。その後は、学習指

導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業の取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業改善

のための視点を身につける。 

 

In the first half of the class, students will understand the relationships between the class objectives and content laid out by the 

elementary school curriculum guidelines and the academic discipline behind social studies classes. After that, once students 

have learned the class planning method points, they will carry out mock classes they have planned. The week after the mock 

classes are conducted, students will reflect and become familiar with perspectives regarding class improvement. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：社会科のイメージ 

2. 学習指導要領における社会科の目標と内容、全体構造の理解 

3. 社会科授業をどう評価するか 

4. 社会科の背景となる学問領域と教材研究 

5. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりをどのように行えばよいか 

6. 指導案作成の方法：目標・内容・方法・評価 

7. 指導案作成と模擬授業（１）地理分野 

8. 前回の模擬授業のリフレクション 

9. 指導案作成と模擬授業（２）歴史分野 

10. 前回の模擬授業のリフレクション 

11. 指導案作成と模擬授業（３）公民分野 

12. 前回の模擬授業のリフレクション 

13. 社会科の授業改善とカリキュラム編成 

14. 社会科授業における情報機器の効果的な活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

別途、適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/模擬授業(40%)/グループワーク(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／算数科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Mathematics b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

算数科教育法 

小学校算数科の目標を達成すべく指導と評価の在り方とその実際 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標１：小学校で算数科を指導する内容とその意義を知り、その指導と評価の在り方を知る。 

目標２：算数授業における指導と評価の実際の方法を知り、その実践力を身につける。 

目標３：算数科の指導と評価の実践から、児童理解を深める。 

目標４：算数科学習指導内容の背後にある初等数学の内容とその有用性に触れる。 

 

Objective 1: Students will know about teaching methods and their significance for elementary school math classes, and they will 

know about the relevant instruction and evaluation methods. 

Objective 2: Students will know about actual evaluation and teaching methods for math classes, and become competent in 

practical skills. 

Objective 3: Students will deepen their understanding of pupils from practical instruction and evaluation of math classes. 

Objective 4: Students will familiarize themselves with relevant elementary school math class content that forms the background 

of the math curriculum guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内を 2 部構成とする。 

第一部は、各回のテーマに沿って算数科の指導内容やその指導と評価の在り方を知るための講義をする。 

第二部は、その講義内容にそって、実際の小学校で実践されている算数授業をＤＶＤなどの映像で視聴したり、模擬的に実践を

試みたりする。 

 

Class will consist of two parts. 

The first part will be lectures on various themes that let students know about math instruction contents and methods, as well 

as evaluation methods. 

The second part will follow the content of those lectures and will have students watch DVDs, etc., of actual elementary school 

math classes being practiced as well as testing out model practice themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回：オリエンテーション：「算数科教育は何のためにあるのか」 

     学校教育法などの国の方針と新しい時代の算数教育 

2. 第２回：算数科の目標① 「算数科の学習指導は何を目指すのか」 

     学習指導要領算数科の目標とその解釈 ３つの目標とその背景（学校教育法） 

3. 第３回：算数科の目標②「指導要領と指導要録」 

     学習指導要録における算数科の評価の観点とその実際  

4. 第４回：算数科における数学的思考力① 「算数科で育てる『数学的な考え方』とは何か」 

     「論理的な考え方」と「統合的・発展的な考え方」 

5. 第５回：算数科における数学的思考力②「算数科で育てる数学の内容としての思考力とは何か」 

    「関数の考え」「集合の考え」「単位の考え」 

6. 第６回：算数科における「数学的活動とは何か」  

    数学の問題を見出し、解決し、振り返り概念化する活動 

7. 第７回：算数科における問題解決学習① 「算数科の問題解決学習とは何か」 

    算数科の問題解決学習の６段階 

8. 第８回：算数科における問題解決学習② 「算数科の問題解決学習の問題点は何か」 

    単元の指導計画の在り方 

9. 第９回：算数科における評価活動① 「算数科の授業末に実施する評価とは何か」 

    算数科の知識と技能を子どもが確実に身に着けるための「～末の評価」 

10. 第１０回：算数科における評価活動②「授業中に実施する評価活動とは何か」 

    関心意欲態度や数学的思考力を育てる学習過程に行われる瞬時の評価 

11. 第１１回：算数科の指導内容➀ 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 
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    数と計算領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 

12. 第１２回：算数科の指導内容② 「新」B 領域『図形』では何を指導するのか」 

    図形領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 

13. 第１３回：算数科の指導内容③ 「新 C 領域『測定』『変化と関係』では何を指導するのか」  

    測定領域・変化と関係領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成演習） 

14. 第１４回：算数科の指導内容④と総括 「新 D 領域『データの活用』では何を指導するのか」 

    データの活用領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成演習） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義のテーマに沿って以下のような発展的課題を解決し作業してくる。 

ア）毎回の講義内容に関する意見・感想をレポート執筆してくる。とくに視聴した算数授業に関する授業記録 

  やその授業に関する意見をきちんと論説してくる。 

イ）講義内容の復習とそのノートまとめ、自主的なノートづくりを継続的にすすめる。 

ウ）紹介された参考文献や課題書籍等を自主的に熟読しノートなどにまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終時における講義ノートの出来栄え(40%) 

３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領〈平成２９年告示〉解説 算数編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59010-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 算数科教育学研究会 編、2016、『新編 算数科教育研究 改訂版』、東洋館出版 (ISBN:978-4-7616-0390-8) 

講義演習のなかで必要に応じて、新しい指導要領に沿った参考図書を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●教材作成や資料貼付の為にはさみと糊を使用することがある。各自自分用の糊とはさみを用意すること。 

●作品としてのノートづくりをするので本講義専用のノート（できれば B５版の一般的なノート）を 用意し、講義記録のみならず自

学自習用として用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生活科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Life Environmental Studies b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活科の授業づくり 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科らしい具体的活動や体験を通しての知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力の涵養、学びに向かう姿勢の養成を具現

化できる授業づくりを目指していく。と同時に、生活科の授業を展開できる教師の実践的力量についての見通しを獲得する。 

 

This class aims to cultivate knowledge, skill acquisition, critical thinking skills, judgement skills, expressive skills and a positive 

stance toward learning in students that can be actualized in class through the experience of specific activities and experiences, 

which are appropriate for living environment studies. At the same time, students will focus on acquiring practical abilities to 

develop living environment studies classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活科の実践の成否は「材の魅力」「教師の出と待ち」「学級経営」の 3 点に集約される。 

その観点を意識しながら、生活科の授業方法と展開（学習指導案の検討）、教材開発について理解を深める。 

次にグループに分かれて、生活科の学習指導案を協同で作成し、模擬授業を行う。また他のグループの模擬授業の批評を通し

て、生活科についての特質を理解し、授業構想力を涵養すると同時に、授業分析への批評力を高めていきたい。 

 

Success or failure in practicing living environment studies classes is determined by three points: “appeal of materials,” “teacher 

effort and patience,” and “class management.” 

While being aware of those perspectives, students will deepen their understanding of life environment class methods and 

development (with consideration given to lesson planning) and course materials development. 

Next, students will be divided into groups, will create lesson plans collaboratively and conduct mock classes. Also, by critiquing 

mock lessons from other groups, students will understand the characteristics of living environment studies classes, and at the 

same time as developing class construction skills, also improve their critiquing skills through analyzing classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学習指導要領の位置づけ 

3. 生活科教科書の分析 

4. 模擬授業と批評会 1 

5. 模擬授業と批評会 2 

6. 模擬授業と批評会 3 

7. 模擬授業と批評会 4 

8. 模擬授業と批評会 5 

9. 模擬授業と批評会 6 

10. 模擬授業と批評会 7 

11. 模擬授業と批評会 8 

12. 模擬授業と批評会 9 

13. 模擬授業と批評会 10 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としての学習指導案の作成 

復習としてのリアクションペーパーの提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/毎回のリアクションペーパーの提出(80%)/学習指導案の作成(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）生活科編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03464-5) 

2. 田村 学編著、2017、『平成 29 年版 小学校学習指導要領の展開 生活編』、明治図書 (ISBN:978-4-183-28214-9) 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／家庭科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Home Economics b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校家庭科教育法－教科理解と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における家庭科教育の指導に必要な知識と技能を習得し、児童・生徒の生きる力を育む教科「家庭」の魅力を探りなが

ら、授業を創造する力を身につけることを目指す 

 

Students will acquire the necessary knowledge and skills for home economics classes in elementary schools, and aim to become 

competent in class creation while deepening the appeal of the subject of home economics which develops life skills in pupils and 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校家庭科教育の目標、内容、指導計画および学習指導案の作成方法、評価等について概説する。関連して児童を取り巻く

生活課題に気づき、生きる力を身につけるための家庭科教育の果たす役割や可能性について検討していく。一方小学校家庭科

の指導で必要とされる技能面の習得もめざしていく。そのため、可能な限り体験学習（被服製作・裁縫、調理等）を多く取り入れ、

実習題材の教材研究を深めると同時に模擬授業も多く取り入れていく予定である。 

 

Students will have an overview of the academic objectives, contents, instruction plan and lesson plan construction, and 

evaluation, etc., of elementary school home economics classes. Students will become aware of lifestyle issues affecting pupils, 

and consider their role and the possibilities of home economics education in developing pupils’ life skills. Meanwhile, students 

will aim to acquire the technical aspects necessary for teaching elementary school home economics classes. For that purpose, 

as much as possible, the class will incorporate learning through experiences (garment making, textiles and cooking, etc.). 

Students will deepen their material research of practical learning materials, and take part in numerous mock lessons which are 

planned for the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（模擬授業のグループ決め 他） 

2. 家庭科の目標・内容・指導計画について（新学習指導要領の確認） 他 

3. 家庭科の指導方法と ICT の活用、学習指導案の作成や評価について 他 

4. 実習教材の検討「衣生活領域－基礎・基本の知識と技能」確認と基礎縫いの実習 他 

5. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（前半） 

6. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（後半） 

7. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議①（家族・家庭生活領域) 

8. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議②（衣食住の生活領域） 

9. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議③（消費生活・環境領域） 

10. 実習教材の検討「食生活領域－基礎基本の知識と技能」 献立作成 他 

11. 実習教材の検討「食生活領域－基礎・基本の知識と技能」 簡易調理実習と献立の確認 他 

12. 実習教材の検討「食生活領域－炊飯と味噌汁を含めた１食分の献立調理」 調理実習の実際と技能の確認 他 

13. 個人模擬授業－導入を工夫した模擬授業 

14. 学習のまとめと確認－災害時の衣食住と家庭科の学び  他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

今回はオンライン授業のため学校での取り組みは不可である。したがって補習（補講）も実施しない。衣生活領域も食生活領域も

技術・技能に関する体験学習は、各自で取り組む実習・実践課題に変更する。課題提示については授業内で指示する予定であ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案の作成と模擬授業・発表(30%)/実習教材への取り組みと提出物（作品・小レポート等）(30%)/授業内確認小テスト

(30%)/授業への参加態度(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 池﨑喜美惠編著、2020、『小学校指導法 家庭』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405815) 

2. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 

上記掲載の小学校家庭科教科書は、現行学習指導要領に沿った現在発行のものである。新年度 4 月以降に、新課程のもと最

新の教科書が入手可能となるため、そちらを準備（購入）すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡邊彩子 他、2017、『新しい家庭 5・6』、東京書籍 (ISBN:9784487104901) 

本書は小学校家庭科教科書で現在 6 年生が使用しているものである。新年度/新課程となったため、通常は 2 年間で使用する

が、5 年生が使用している教科書は別版となる。購入可能であればこれら小学校の教科書も入手しておくとよい。その他について

は授業時に紹介したいと考えている 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Music b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科教育法 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校の音楽科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し，指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

Students will consider theoretical and practical issues relating to music education in elementary schools, and students will learn 

instructional methods including instruction plans and evaluations through actual experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習，学生による模擬授業，本日のライブの活動によって構成する。講義では，音楽科教育の目標やカリキュラム，子ども

の音楽的発達などについての視点を提供する。ライブでは，ゲストを交えた生演奏を通して，音楽を共有する原点を体験できるよ

うにする。 

 

The lecture and learning will be comprised of mock classes by students and live performances held that day. In this lecture, 

students will be provided with viewpoints on class objectives, curriculum and children’s musical development, etc., in music 

education. During the live performances, students will be able to experience the original purpose of sharing music through 

student performances with guests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽科の存在理由・学習指導要領 

2. 歌唱教材の研究と指導法１ 

3. 歌唱教材の研究と指導法２ 

4. 鑑賞教材の研究と指導法１ 

5. 鑑賞教材の研究と指導法２ 

6. 器楽教材の研究と指導法 

7. 年間指導計画と指導案の作成・教育評価 

8. 打楽器演奏の鑑賞と打楽器の指導法 

9. 音楽づくりの指導法と実践 

10. 音楽教育の歴史・学生グループによる模擬授業 

11. 学生グループによる模擬授業 

12. 学生グループによる模擬授業 

13. 学生グループによる模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の前に、テキスト pp.1-36 を読んでおいてください。ピアノ伴奏、ソプラノリコーダー、歌唱など、授業時間外の練習が必

要になります。学習指導案の作成、小レポートなどの課題を課します。また、模擬授業に向けては、グループでの準備が必要で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の提出物および授業への貢献(25%)/まとめのテスト(35%)/学習指導案とパフォーマンステスト(40%) 

欠席が４回以上でＤ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

2. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (ISBN:4520681210223) 

小学校学習指導要領解説音楽編 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育方法学 

(Teaching Methods) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これからの子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

 

Students will understand the education methods necessary to develop the qualities and abilities required of children in the 

future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育の方法と技術の基本的な理論をおさえ、それに基づいた具体的な実践の方法を身につける。 

 

Students will learn basic theories of teaching methods and techniques, and acquire concrete practical methods based on them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育方法の基礎的理論と実践（１）生活綴方の歴史と現在 

2. 教育方法の基礎的理論と実践（２）百ます計算と基礎学力 

3. 教育方法の基礎的理論と実践（３）仮説実験授業と理科教育 

4. 教育方法の基礎的理論と実践（４）アクティブラーニング（主体的・対話的で深い学び） 

5. 学習評価の基礎的理論と実践（１）相対評価と目標に準拠した評価 

6. 学習評価の基礎的理論と実践（２）パフォーマンス評価の方法 

7. 授業を構成する基礎的な要件―子ども・教師・教材― 

8. 授業の基礎的な技術―話し方と板書―― 

9. 授業の展開（１）授業の目標と内容・教材と教具 

10. 授業の展開（２）さまざまな学習形態 

11. 授業の展開（３）評価の規準づくり 

12. 授業の展開（４）学習指導要領を作成する 

13. 情報機器及び教材の活用（１）情報機器を活用して教材を作成する 

14. 情報機器及び教材の活用（２）情報活用能力育成のための指導法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内でパフォーマンス課題やリーディング課題を出す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治、2005、『時代を拓いた教師たち』、日本標準 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別活動の理論と方法 

(Co-curricular Activities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育における特別活動 

担当者名 

（Instructor） 
上岡 学(UEOKA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動を理論面・実践面から多角的に考察する。同時に特別活動に関連する教育全

般に関する教育観について考察を行う。 

 

Students will consider the theory and practice of special activities from a multifaceted point of view focusing on elementary 

school but also including junior high school and high school. They will simultaneously consider educational perspectives relating 

to special activities for general education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動に関して，歴史・位置づけ・内容・実施方法・評価方法を考察していく。教育観

に関しては，様々なトピックスをテキストに，教育という切り口から現象を捉え，考察していく。 

基本的に１授業を２つに分け，小学校を中心とした特別活動に関する内容と教育観に関する内容との２部構成とする。 

特別活動に関する授業は，学習指導要領の項目に対応させながら，学校教育で行われている数々の事柄の位置づけや意義を

明らかにしていき，考察を加えていきたい。 

教育観に関する授業は，教育に関するいくつかの言説について捉え，その幅と深さに気づき，考察を加えていきたい。 

 

Students will consider the history, positioning, contents, implementation methods and evaluation methods related to special 

activities with a primary focus on elementary school but also including junior high school and high school. Students will take in 

and consider numerous topics related to educational philosophy from an educational perspective. 

The class will basically be divided in half, comprised of content related to special activities with a focus on elementary school 

and content related to educational philosophies. 

The classes about special activities will clarify the various positions and significance of patterns carried out in school education 

while handling items from the curriculum guidelines, giving this additional consideration. 

The classes about educational philosophies will address the discourse surrounding education, take note of its breadth and 

depth, and give it additional consideration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育における特別活動 

2. 学級活動１（活動の種類と指導計画） 

3. 学級活動２（指導内容と指導方法） 

4. 学級経営と学級活動の関係１（指導計画） 

5. 学級経営と学級活動の関係２（指導内容） 

6. 児童会活動１（指導方法） 

7. 児童会活動２（留意点） 

8. クラブ活動 

9. クラブ活動と中学校部活動 

10. 学校行事１「儀式的行事」 

11. 学校行事２「文化的行事」 

12. 学校行事３「健康安全・体育的行事」 

13. 学校行事４「遠足・集団宿泊的行事」 

14. 学校行事５「勤労生産・奉仕的行事」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の内容をあらかじめ熟読し、疑問点や課題を整理しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/各回のリアクションレポート（出欠を含む）(50%)/課題(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 上岡学、2020、『特別活動』、ミネルヴァ 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『学習指導要領 特別活動編』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生徒指導・進路指導 

(Career Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒指導と進路指導とは密接に関連している。その関係性について、社会と教育制度の近代化の中で把握するとともに、生徒理

解とは何かという問題について原理論的な理解をめざす。それを踏まえて、生徒指導と進路指導の今日的課題を理解するととも

に対応の仕方を検討し、長期的展望に立った指導のできる教師となるための実践的方法の獲得をめざす。 

 

Career guidance and counseling for students are closely linked in schools. Regarding the nature of this relationship, students will 

aim to fundamentally grasp the issue of student comprehension along with understanding the modernization of social and 

educational systems. Based on that, in addition to understanding the daily issues of career guidance and counseling, students 

will consider ways of handling these, and acquire practical methods for becoming teachers who can provide guidance with a 

long-term perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会化問題から非行・問題行動への対応まで、生徒指導の守備範囲は広い。教育問題の歴史と現在を概観する中で、生徒指導

や進路指導がどのように考えられ実践されてきたか。そうした実践を支える教師による生徒理解とはどのようなものであったの

か。それらを理解したうえで、現代の教育問題と進路問題の特徴を理解するとともに、その指導のあり方を考えていきたい。 

 

From socialization problems to delinquency and problematic behavior, the range of counseling is broad. Among the history and 

present of educational issues, what practices have been thought of regarding how to handle career guidance and counseling? 

This class explores what student comprehension means to teachers who support those practices. By building on these things 

and identifying the characteristics of current educational issues and career guidance issues, students will think about those 

methods of guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導・進路指導とは何か  

2. 生徒指導・進路指導の現状と課題 

3. 生徒指導・進路指導の歴史（1）：近代教育制度の成立と普及の中で 

4. 生徒指導・進路指導の歴史（2）：戦後混乱期から高度経済成長期の中で 

5. 生徒指導・進路指導の歴史（3）：少子化と高学歴社会の中で 

6. 生徒理解論（1）：個性とは何か 

7. 生徒理解論（2）：行動の理解・心の理解 

8. 生徒理解論（3）：理解の方法について 

9. 現代日本の教育問題（1）：体罰 

10. 現代日本の教育問題（2）：不登校 

11. 現代日本の教育問題（3）：いじめ 

12. 現代日本の教育問題（4）：発達障害 

13. 進路指導と学歴問題 

14. 進路指導とキャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小レポート(60%)/授業内小レポート(40%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はプリントで配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育相談 

(Educational Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
土岐 玲奈(TOKI REINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 個々の発達段階と心理的特性、教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な理論と具体的方法を身につけると共に、教

育者、支援者としての自分自身についての理解を深める。 

 

 Students will accurately grasp each of the developmental stages and psychological characteristics, as well as educational 

issues, and in addition to gaining competency in the theories and concrete methods which are necessary to support them, will 

also deepen their understanding of their own roles as educators and supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、児童・生徒が集団の中で適応的に生活する力の育成や、個性の伸長、人格の成長を支援する教育活動である教

育相談について学ぶ。 

 教育相談に関連する様々なトピックについて、学生自身の経験を振り返ると共に、具体的な事例等を参照しながらその対応法

を学び、理論の解説を行うことによって、実践と理論を関連付けて理解する。 

 各回の授業は、前回の授業で提出されたコメントシートへのフィードバック、学生自身の学校経験の振り返り、事例の検討やグ

ループワークと、解説およびまとめで構成する。受講者は、教育相談に関する知識を獲得するとともに、自身の経験や現在の感

覚を意識し、言語化することで、自己理解を深める。 

 

 In this class, students will learn about the educational guidance and counseling that are educational activities which support 

the development of appropriate life skills within groups of pupils and students, as well as drawing out their individuality and 

personal development. 

 Along with reflecting on student experiences about various topics related to educational guidance and counseling, students will 

learn response methods while examining specific case studies, etc. By breaking down theories, students will have a greater 

understanding of the relationship between practice and theory. 

 Each class meeting will be comprised of feedback on the comment sheet submitted in the previous class, reflecting on 

students’ own school experiences, and consideration and groupwork on case studies, as well as analysis and summary. Students 

will, along with acquiring knowledge related to educational guidance and counseling, gain awareness of their own experiences and 

feelings, and deepen their self-understanding by putting these into words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－教育相談とは－ 

2. 長期欠席と不登校 

3. いじめと問題行動 

4. 学習困難とその支援 

5. 発達や他者との関係に関する困難とその支援 

6. 進路指導と移行支援 

7. 見えづらい困難―子どもの養育環境― 

8. 見えづらい困難―子どもと性の多様性― 

9. 保護者との連携と保護者支援 

10. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―合意形成のアクティビティ― 

11. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―チーム連携の方法と実際― 

12. 教師のメンタルヘルス 

13. 教育相談の理論 

14. 教育相談のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて授業中に指示する。 

日常的に、教育にまつわる問題に関して、新聞やニュース等で情報を収集し、自分自身の考えをまとめるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で指示したワークシート(15%)/リアクションペーパー(15%) 
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【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内で指示したワークシート 15%,各回のリアクションペー

パー15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 春日井敏之・伊藤 美奈子編、2011、『よくわかる教育相談』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623058785) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式および討論形式で行う。 

毎回印刷資料を配布し、それに添って進める。 

自分自身で考え、話し合う場面を多く設定するため、学生の積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／道徳教育の理論と方法 

(Moral Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しい道徳教育の理念と方法 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解します。また、学校の教育活動全体を通じて行う道

徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法を理解します。 

 とくに小学校における道徳教育の考え方及び道徳の時間の指導方法について、「そもそも道徳とは何であり、なぜその教育が

必要なのか」という問いにさかのぼり、理論的・理念的に理解すると同時に、現在、興隆しつつある新しい道徳教育方法の開発を

目指します。 

 

 Students will understand the purpose and content of moral education at schools based on the significance and rationale of 

morality. Also, students will understand instruction plans and instruction methods necessary in the subject of moral education 

as carried out through the school’s overall educational activities. 

 Especially regarding elementary school moral education thinking and instructional methods, students will take on the question 

of “what was morality originally and why is it necessary in education?,” and while also understanding logically and philosophically, 

aim for creating new methods of moral education while improving current methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）前半では、道徳教育を行うに当たって、現代倫理学と現代道徳理論の基礎的な考え方を身につけてもらいます。以下のことが

できるようにします。道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ、

情報モラル等）を理解している。子供の心の成長と道徳性の発達について理解している。学習指導要領に示された道徳教育及び

道徳科の目標及び主な内容を理解している。 

２）後半では、道徳科における指導計画や指導方法を学びます。講義で自分自身で道徳的な問題についてディスカッションして、

対話による道徳教育の方法、評価の在り方などについて実践的に学びます。以下のようなことを学びます。学校における道徳教

育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解

している。道徳科における教材の特徴を踏まえて、授業設計に活用することができる。授業のねらいや指導過程を明確にして、道

徳科の学習指導案を作成することができる。道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方を理解している。模擬授業の実施とその

振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

 

1) In the first half of the class, students will become competent in the basic ways of thinking in modern ethics and moral theory 

in order to carry out moral education. Students will be able to do the following things. Students will be able to explain the 

qualities of morality (what is morality?). Students will understand issues of moral education (bullying, information morals, etc.) in 

modern society as well as in the history of moral education. Students will understand the growth of children’s minds and the 

development of morality. Students will understand the goals and main contents of moral education and the subject of moral 

education as laid out in the curriculum guidelines. 

2) In the second half of the class, students will study instruction plans and methods in the subject of moral education. In the 

lecture, students will discuss moral issues that affect them, and learn about moral education methods and evaluation methods, 

etc., practically through dialogue. Students will learn the following things. Students will understand the necessity of moral 

education instruction planning in schools and instruction through schools’ overall educational activities. Students will 

understand the characteristics of diverse instructional approaches for bringing out qualities of moral education class. Students 

will be able to actively design classes based on the characteristics of course materials in the subject of moral education. 

Students will be able to clarify the class aims and instructional process, and make a learning plan for the subject of moral 

education. Students will understand learning evaluation methods based on the characteristics of the subject of moral education. 

Through holding model classes and reflecting on them, students will develop an eye for class improvements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 講義の目的と内容、方法についての説明 

2. 道徳の本質とは何か、倫理的とは何か：現代社会における道徳教育の課題 

3. 現代倫理学の基礎１：義務論と功利主義 

4. 現代倫理学の基礎２：現代の正義論 
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5. 現代の道徳教育理論１：子供の心の成長と道徳性の発達 

6. 現代の道徳教育理論２：道徳教育の授業理論（道徳教育の歴史、学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標及び主な

内容、「考え、議論する道徳」） 

7. 現代の道徳教育理論３：シチズンシップと道徳教育 

8. 道徳教育の指導法：道徳教育をどう指導するか、指導計画と指導の必要性、道徳科の特性と多様な指導法、教材と授業設

計、評価の仕方 

9. 新しい道徳教育の方法１：ディベートの取り入れ方（模擬授業、学習指導案の作成、学習評価の仕方、以下４回） 

10. 新しい道徳教育の方法２：ディベートの取り入れ方 

11. 新しい道徳教育の方法３：対話型教育の取り入れ方 

12. 新しい道徳教育の方法４：対話型教育の取り入れ方 

13. 新しい道徳教育の方法５：応用倫理学的テーマと体験学習、その他の多様な指導法 

14. 模擬授業のふりかえりと授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定された資料を読み、講義内でのディスカッションに準備すること。授業内容に当たる部分について小学校学習指

導要領道徳編に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義でのディスカッションへの参加(20%)/講義内提出物(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領道徳編』、東洋館出版 (ISBN:449102376X) 

2. 河野哲也、2011、『道徳を問い直す』、筑摩書房 (ISBN:4480065954) 

3. 河野哲也、2018、『じぶんで考え じぶんで話せる ： こどもを育てる哲学レッスン』、河出書房新社 (ISBN:9784309248691) 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水将吾・河野哲也監訳、2014、『子どものための哲学授業: 「学びの場」のつくりか』、河出書房新社 (ISBN:4309247016) 

2. 松下良平、2011、『道徳教育はホントに道徳的か？』、日本図書センター (ISBN:428430447X) 

3. 小寺 正一・藤永 芳純、2009、『道徳教育を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790714047) 

4. 小玉重夫、2003、『シティズンシップの教育思想 』、白澤社 (ISBN:4768479065) 

5. B・クリック、2011、『シティズンシップ教育論: 政治哲学と市民』、法政大学出版局 (ISBN:4588603205) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義だけではなく、ディスカッションと、ディスカッションをファシリテートする教育方法を実践する講義になります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF189／英語科教育論 

(English Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ETM (Education Through Music)を通しての学び 

 

担当者名 

（Instructor） 
西村 正和(NISHIMURA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以降入学者のみ履修可 

文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

授業日 

11/28（土）1・2 限 

12/5（土）1～3 限 

12/12（土）1・2 限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における外国語活動・外国語の授業実践に必要な実践的な英語運用力と、英語に関する背景的な知識を身に着ける 

 

This course aims for students to acquire practical English proficiency and the background knowledge about English necessary 

for foreign language activities and foreign language lessons in elementary school. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歌遊びを土台にしたプログラムである ETM を体験しながら、その理論と手法を学び、「人はいかにして学ぶか｝について理

解を深める。 

 

While experiencing English Through Music (ETM), a program based on English singing games, students learn its theory and 

techniques and also deepen understanding of how people learn. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業実践に必要な力（１）聞くこと 

2. 授業実践に必要な力（２）話すこと・発表 

3. 授業実践に必要な力（３）読むこと・書くこと 

4. 英語に関する基本的な知識（文法・正書法など） 

5. 第二言語習得に関する基本的な知識 

6. 児童文学と教材 

7. 異文化理解と教材 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に ETM 研究会の HPを閲覧し、ETM に関する予備知識を得ておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び受講態度(20%)/デモティーチングへの参加と取り組み(20%)/授業内のミニレポート（3 回）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Education Through Music 研究会、2018 年、『ETM 実践ハンドブック』、ETM 実践ハンドブック編集委員会 

2. 金森強ほか、2017 年、『主体的な学びをめざす小学校英語教育』、教育出版 (978-4-316-80444-6 C3037) 

3. 卯城祐司ほか、2013 年、『リテラシーを育てる英語教育の創造』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2329-3) 

ETM 実践ハンドブックは書店で販売していません。講義の際に本の紹介があり、希望者には、受講の際に講師より購入方法の

説明があります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ETM 研究会 HP： 

https://etmjapan.jimdofree.com/ 

 

授業日 

11/28（土）1・2 限 



 - 763 - 

12/5（土）1～3 限 

12/12（土）1・2 限 

 

注意事項（Notice） 

2019 年度以降入学者のみ履修可 
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■AF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF202／社会科教育論 

(Education of Social Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会科教育の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会科という教科の理論的枠組み（歴史、目的、方法）について基本的な知識を獲得することで、教科の意義と課題を把握す

ることができる。 

②社会科の教授法について、過去の実践から学ぶことでそれを具体的に構想できるようになる。 

 

1) By acquiring basic knowledge of the theoretical frameworks of the subject of social studies (history, goals, methods), 

students will be able to grasp the significance and issues of the subject. 

2) Students will be able to specifically conceptualize what they have learned from past practice regarding teaching methods for 

social studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①戦後教育と社会科教育の歴史的展開について、学習指導要領の歴史的変遷や教科書をめぐる諸問題に照準を合わせて検討

する。 

②戦後の民間教育運動のなかで蓄積されてきた社会科の授業実践のあり方について実践記録を手がかりに考察する。 

 

1) Students will consider various issues surrounding historical changes of curriculum guidelines and textbooks geared toward 

post-war education and the historical development of social studies education. 

2) Students will consider working on lesson reports regarding ways of conducting social studies classes accumulated friom 

post-war alternative education movements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションーシティズンシップ教育としての社会科教育 

2. 戦後社会科教育史①「初期社会科」の理論と実践 

3. 戦後社会科教育史②「逆コース」のなかの社会科教育 

4. 戦後社会科教育史③家永教科書裁判 

5. 戦後社会科教育史④ 社会科教育における「現代化」「科学主義」 

6. 社会科教育の授業方法①討論授業への誘い 

7. 社会科教育の授業方法②小学校の実践 

8. 社会科教育の授業方法③中学校の実践 

9. 社会科教育の授業方法④高校の実践 

10. 社会科教育の授業方法についての総括討論 

11. 現代と切り結ぶ社会科①自己責任論を問う社会科教育（格差と貧困の問題を中心に） 

12. 現代と切り結ぶ社会科②歴史修正主義を問う社会科教育（「慰安婦」問題を中心に） 

13. 現代と切り結ぶ社会科③ナショナリズムを問う社会科教育（「領土」問題を手がかりに） 

14. 授業全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストをよく読み込んでおくこと以外に、文部科学省の Webサイトにアクセスし、「学習指導要領」をはじめとして、社会科教育に

関する情報を入手し、自主的に理解を深めておくこと。その他、授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示す

る。歴史教育者協議会編『歴史地理教育』（立教大学図書館に配架）も積極的に利用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容や講義で課せられる課題の提出・発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小薗崇明・渡辺哲郎・和田悠、2019、『子どもとつくる平和の教室』、はるか書房 (ISBN:4434256327) 

テキストは授業で実際に使用するので必ず入手しておいてほしい。本書所収の実践記録を検討の素材とする。 
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参考文献（Readings） 

1. 吉田裕、2005、『日本人の戦争観―戦後史のなかの変容』、岩波書店 (ISBN:4006031076) 

参考文献に挙げた吉田裕の著作は戦争観に焦点を当てた戦後史入門として大変に優れており、できれば入手してほしい。レポ

ート課題や授業全体の内容を深める上でも購読を強く勧めたい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の序盤は講義形式であるが、学生への質問も活発に行う。中盤では教育実践についての評価を受講者のあいだで討論を

試みる。積極的な受講態度が期待される。受講者の問題関心や受講者数に応じて授業計画を一部変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF206／家庭科教育論 

(Introduction to Domestic Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家庭科概論ー教科「家庭」のとらえ直し 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学ぶ側にあった学校教育における家庭科について、指導する側を意識した教科観・指導観等を培い、家庭科の面白さや

大切さ等を探りながら、家庭科教育の役割をとらえ直すことができる。 

 

Regarding what they have learned about home economics in school education up until now, students will be able to reconsider 

the role of economics in schools while developing subject philosophies and teaching philosophies, etc., through teaching, as well 

as deepening their appreciation for the interesting and appealing points of home economics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は教科「家庭」に関する史的背景や学ぶ意義、および教科の目標や内容等を講義やアクティヴラーニングを通じ検討し、後

半はワークショップ中心に家庭科の魅力や課題等を検討していく。ワークショップでは、グループディスカッション、被服実習（手縫

いやミシン縫い等）や簡易実験・調理実習等の体験学習、ロールプレイングやプレゼンテーション等を予定している。受講生が主

体的に学べる機会を可能な範囲で多く取り入れる予定である。 

 

In the first half of the class, students will consider the relevant historical background, significance of learning, class objectives 

and content of home economics through lectures and active learning, and the second half of the class will focus on workshops 

where students will consider the appealing points and relevant issues of home economics. The workshops will include group 

discussion, experience learning such as garment making (hand sewing and machine sewing, etc.), simple experiments and cooking 

practice, as well as role playing and presentations, etc. Students are expected to be able to broaden their range of subjective 

learning opportunities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （受講生の確認） 他 

2. 家庭科教育の本質 （歴史、社会的背景、等） 

3. 家庭科教育の目標と内容 

4. 小学校家庭科の学習課題と学習指導要領の確認（新学習指導要領の検討） 

5. 自然科学の視点からの家庭科教育（簡易実験の試みと試食等） 

6. 社会・人文科学の視点からの家庭科教育（生活文化を含む) 

7. 家庭科の学習指導、家庭科における ICTの活用 他 

8. ワークショップ：家庭科の学習指導（ロールプレイングの試み） 

9. ワークショップ：家庭科の評価について （グループ討論 ） 確認小テストの実施 

10. ワークショップ：創作・製作活動・実習（前半） 

11. ワークショップ：創作・製作活動・実習（後半） 

12. ワークショップ：食文化を意識した調理実習 

13. 受講生による家庭科に関するテーマのプレゼンテーション 

14. まとめ（作品合評会、提出物の返却とフィードバック 等） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

今回はオンライン授業のためワークショップは実施できない。特に調理実習は不可である。それに代わる課題提示（含実習課題）

－小レポート作成－期日までの提出を予定している。 

 

【変更前】前半は、講義でふれた内容に関しての復習、後半はワークショップに関しての準備等がある。ワークショップに関しての

準備には、たとえば創作・製作活動の製作プランと教材の準備、調理実習に伴う献立作成と調理の準備、またプレゼンテーション

の準備等がある。授業時間内に製作活動が終了できない場合は、授業外での完成をが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内実施の確認小テスト(40%)/ワークショップへの取り組みと提出物(30%)/プレゼンテーション(20%)/授業への参加態度やリア

クションペーパー等(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 池崎喜美恵編著、2020、『小学校指導法 家庭』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405815) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本家庭科教育学会、2019、『未来の生活をつくる 家庭科で育む生活リテラシー』、明治図書 (ISBN:9784180624249) 

2. 伊深祥子 他、2013、『評価が変わると授業が変わる』、開隆堂 (ISBN:9784304021084) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職科目（家庭科指導法）を履修する人は、できれば本授業も履修することを進める。教科「家庭」への理解を深め、家庭科教育

の役割と児童への指導・支援について、指導法の授業だけでは補えないものをフォローしていく予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／体育実技 

(Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

2020 年 4 月 14 日付 開講学期変更 

【変更前】春学期→【変更後】秋学期  

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，小学校で実施する運動種目を扱いながら，それぞれの種目内容および教授法を理解する。また，児童の発育・発

達に応じて，楽しく運動に親しみながら健康と体力の向上を目指した体育教育の指導法を学習することを目標とする。 

 

In this class, while dealing with the types of exercise used in elementary schools, students will understand the contents and 

teaching methods of various sports events. Also, the class aims to help students learn instructional methods for physical 

education classes that improve pupils’ health and physical strength while familiarizing them with fun exercises appropriate for 

pupil growth and development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

体育指導要領の「適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」ことを実技を通して理解する。また，

「心と体を一体としてとらえて健全な成長を促す」という基本方針にくわえて「スポーツパーソンシップ」に関しても学習しながら体

育授業の心構えと指導法の技術，知識を身につける。基本的には，２時限の授業で１〜２種目の運動種目を取り上げ，その種目

の内容と練習方法を含めた教授法についての実技となる。また，池袋キャンパスで実施不可能な種目は，新座キャンパスや立教

小学校の施設を利用して行う場合がある。 

 

Students will come to understand the physical education curriculum’s tenet of "through proper exercise experience and 

understanding of health and safety, ... develop basic qualities and the abilities to participate in enjoyable physical activity 

throughout their lives, maintain and improve their health and fitness and cultivate an appropriate attitude towards leading a 

pleasant and happy life" through practical experience. Also, adding to the basic principle of "promote healthy growth of pupils 

'by considering physical and mental aspects in an integrated manner'," students will also become competent in preparation, 

teaching method techniques and knowledge of physical education classes while studying about “sportspersonship.” Basically, 

one or two sport(s) will be taken in every two periods of the class. Practical experiences including contents and practice 

methods concerning such sport(s) will also be taken in the classes. Also, there are some events that cannot be held at the 

Ikebukuro Campus that will be conducted at the Niiza Campus or using Rikkyo Elementary School facilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備体操とストレッチング・アイスブレイク（鬼遊び） 

2. 体つくり運動系（縄跳び・動きつくり・ボール遊び） 

3. 運動遊び（一輪車・ジャグリング・バランスボール）・器械運動系 1（鉄棒） 

4. 陸上競技系（かけっこ・リレー・ハードル走・跳躍） 

5. 表現運動系（表現リズム遊び・フォークダンス） 

6. ボール運動系室内ゴール型 1（ポートボール・バスケットボール・ハンドボール） 

7. ボール運動系室内ネット型 1（ドッジボール・バレーボール） 

8. ボール運動系室内ネット型 2（卓球・バドミントン・インディアカ・バドポン） 

9. ボール運動系屋外ネット型（テニス）・屋外ゴール型（サッカー・フットサル） 

10. ボール運動系室内ゴール型 2（ユニホック・アルティメット） 

11. ボール運動系ベースボール型 

12. 機械運動系 2（マット運動・跳び箱・組体操） 

13. 水泳運動系 1（ウォーター・エクササイズ・着衣泳） 

14. 水泳運動系 2（４泳法・水球） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業で扱う運動種目の内容やルールについて，各自が事前に予習してくること。また，毎回運動が出来る服装，靴に着替えて集

合すること。施設は主にポール・ラッシュ・アスレチックセンターを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/それぞれの運動種目の理解(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

2020 年 4 月 14 日付 開講学期変更 

【変更前】春学期→【変更後】秋学期 

 

  



 - 770 - 

■AF251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF251／国語科教育論 

(Japanese Language Education) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教室で学習者の言語活動が活発になるということはどういうことかを考える。 

（2）人間が言葉を使い、言葉を教えることのあいだに存在する問題を考える。 

（3）国語科の教材を、授業で学んだ哲学や思想を踏まえて捉え直せるようになる。 

 

(1) Students will be able to think about what it means that learners' language activities become more active in the classroom. 

(2) Students will be able to think about the problems that exist between humans using language or teaching language. 

(3) Students will be able to reconsider the teaching materials in the Japanese language class based on the philosophy and ideas 

learned in the class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、言葉の学びに携わる者に必要とされる知識を提供し、受講者はその知識をグループワークなどで活用しながら習

得していく。小学校教材のみならず、比較のために中学、高校の教材も使用し、さらには、映画などのポップカルチャーを使用す

ることもある。必ずしも教員免許状取得を目的としていなくとも、「言葉」を再考したい方には益のある授業内容である。 

 

In this class, teachers provide the required knowledge to Japanese language teachers, and students acquire the knowledge while 

utilizing it in group work. In class, we use not only elementary school materials but also junior high and high school materials for 

comparison, and sometimes use pop culture such as movies. Students who do not aim to obtain a teacher's license can also 

participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「言葉を覚えたせいで」 

2. 教材研究の基礎（1）：「ストーリーメイク」をどのようにしていけばよいか？ 

3. 教材研究の基礎（2）：A と「見えない B」を連鎖させる 

4. 教材研究の基礎（3）「みる」ことと言葉のあいだ 

5. 教材研究の基礎（4）人間が「物語る」ことの意味 

6. 「言語論的転回」とその否定 

7. 「プログラミング的思考」とその問題：「読解力」の低下に関する議論をめぐって（テキスト序論） 

8. 『君の名は。』と詩の言葉（テキスト第 3 章） 

9. 戦争がテーマとなった教材の課題（テキスト第 4 章） 

10. 「弱いロボット」と「ヒトらしい」コミュニケーション：「中動態」をめぐって（テキスト第 1・5 章） 

11. 演劇と言葉の学びをめぐる問題（テキスト第 2 章） 

12. 「文法」を考える 

13. 「文字」を考える：「書写」を考慮に入れつつ 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）次回扱う資料などを事前に配布し、読了しておくよう求めることがある。 

（2）グループ活動や創作活動の多い授業であることを了解の上受講すること。 

（3）特に後半、授業前後のテキストの熟読は必須である。授業開始前に一読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業中に提出してもらう課題(30%)/リアクションペーパー(20%) 

レポート試験の論述にあたっては、教科書指定した『言葉とアートをつなぐ教育思想』が必要となるので、必ず購入すること。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

使用しない。 
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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) 

その他の文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF253／算数科教育論 

(Mathematics Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算数科教育論：小学校算数科教育内容の背後にある初等数学と学習理論： 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導要領（平成２9 年公示新指導要領）における小学校算数科の学習指導内容とそれらを構成している初等数学の理論を知り、

その指導方法の背後にある指導法の理論を知る。 

 

Students will know about the current elementary school math class learning instruction contents in the current curriculum (the 

former 2017 curriculum) and elementary school math theories that form them, and know theories of instructional methods that 

back these teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小学校算数科の指導内容を構成している初等数学とその指導法の理論を講義し、それらの理論を深めるための実際の算数科

の授業をＤＶＤ映像で視聴したり、数学問題演習に取り組んだりする。 

 

 The lecture will cover the elementary school math that makes up the instructional content of elementary school math classes 

and the relevant teaching theories. In order to more deeply understand those theories, students will watch DVDs of actual math 

classes and take math problem seminars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「新指導要領における算数科の学習指導内容領域」 

2. 数と計算領域① 「数とは何か」（「すう」と「かず」） 

数の意味と表現、十進位取り記数法、整数の性質、そしてその指導 

3. 数と計算領域② 「計算とは何か」（計算指導の３つの内容） 

四則計算の意味指導、演算決定能力、そしてその指導 

4. 数と計算領域③ 「計算はどのようにするのか」 

計算の仕方指導とその習熟、計算力とは何か（暗算、概算、筆算、珠算、式算） 

5. 量と測定① 「量とは何か」（外延量と内包量） 

量の概念とその概念形成、量感、そしてその指導 

6. 量と測定② 「測定とは何か」（測定の４段階） 

測定の意味とその方法、単位と単位名の仕組み、量の計算 

7. 図形①「図形教育の４つの目標」 

基本的な図形の概念形成と包摂関係、対象概念と関係概念 

8. 図形②「空間観念の育成」 

空間と図形、概念と観念、敷き詰め、図形の美しさ、図形と論証 

9. 変化と関係①「式の よみ、かき」 

総合式と分離式、表現式と操作式、交換法則・結合法則・分配法則、式で説明する力 

10. 変化と関係②「関数の考え」 

「関数」の意味と「関数の考え」、 関数の考えの５段階、関数の考えの第一歩、 

11. データの活用「資料の整理とよみ」 

統計とは何か、小学校で扱う表とグラフの意味と良さ、統計の必要性 

12. 新しい時代に向かう算数数学教育① 人間の発達と数学的思考力の関係 

具体的操作活動と念頭操作、、論理的思考力の発達、統合的発展的思考の育成 

13. 新しい時代に向かう算数数学教育② 数学的リテラシィの育成 

生きて働く数学の知識、プログラミング的思考、コンピテンシィベースの学力数学的リテラシィ、  ＩＣＴの活用、 

14. 新しい時代に向かう算数数学教育③ コンピテンシーベースの学力と算数 

数学における対話と協働性、「学びに向かう力」、人間性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ア）毎回課す初等数学の問題演習のワークシートを必ず完成してくる。 

イ）講義で話題とした文献をきちんと読んでくる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠と授業態度（話し合いや意見発表）(20%)/演習問題の出来映え(20%) 

毎回の講義録や自主的な学習記録としてのノートづくりを進める。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくにテキストを指定しない。必要に応じて、小学校算数科の教科書や中学校数学科の教科書を用いる。その際には教科書のコ

ピーしを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒木 哲徳、2009、『入門 算数学』、日本評論社 (453578406,9784535785403) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF254／理科教育論 

(Science Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校を中心とした理科教育の概論 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

児童の発達を踏まえた、小学校理科の年間や単元、１単位時間の各レベルにおける指導計画の作成、実際の学習指導、その評

価、及び観察・実験の基礎技能や安全管理や安全指導などを含む理科教室経営などのそれぞれの能力を習得できるようにする

ことが目的である。 

 

Students will aim to be able to acquire various proficiencies such as making instructional plans (i.e. annual plans, individual 

lesson plans, and plans per unit time) for elementary science classes based on child development, doing actual teaching, 

evaluating and observing, as well as learning science class room management such as basic skills in experiments, safety 

management and safety instruction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

理科教育の目標・目的、内容、方法･評価のあり方を知り、それに基づく小学校理科授業を具体的にイメージできるようにする。 

小学校理科授業の全体像のおおまかな構造と、授業つくりの考え方をとらえることができるようにする。具体的には、大まかな単

元の指導計画と１単位時間レベルの本時案を作ることができるようにする。 

 

Students will be able to take on ways of thinking about creating classes and overall construction of elementary school science 

classes as a whole. Specifically, students will be able to make a general instructional plan for lessons and a timetable plan for a 

class hour per unit time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 何のために理科教育を行うのか（理科教育の目的）：小学校の教育課程の全体から理科教育の目的を

導出し、理科という教科の存在意義を明確にしていく。 

2. 理科教育で教えるべきことは何か（理科教育の目標）：戦後の小学校理科の目標の変遷をたどることから、時代とともに変

化している理科の目標を明らかにし、理科における普遍的な目指すべき目標を明確にしていく。 

3. 理科教育で教えることは何か（理科教育の内容）：戦後の小学校理科の内容の変遷をたどることから、理科における時代に

依存しない内容を明確にするとともに、現行の学習指導要領理科の内容の特徴とその意味を導出する。 

4. 学習指導要領理科の内容に関して、小学校と中学校の系統の一覧を作成を通して、小、中学校の内容的な系統性をとらえ

ることができるようにする。 

5. どのように理科の授業をつくり指導を行うのか（理科教育の方法）：児童の実態を発達的にとらえることから、年間や単元、１

単位時間の各レベルにおける指導計画の作成に関して解説する。また、１単位時間の学習指導計画を作成させ、実際の学

習指導を構想してもらう。そして、構想した学習指導案に基づいて、授業のシミュレーションを行い、学習指導案を改善して

いくという実習を行う。 

6. どのように理科の評価を行うのか（理科教育の評価）：集団準拠、あるいは目標準拠の評価方法、さたに観点別評価などに

ついて解説することから、評価の方法を獲得できるようにする。また、実際の授業を参観したり、授業の映像を見たりしなが

ら、教師の働きかけと児童の活動の様子の関係を分析することから、授業の評価の方法やよりよい授業の構成方法を獲得

できるようにする。 

7. 観察・実験の基礎技能：実際に観察・実験器具を用いて実習し、観察・実験器具を扱う場合の基礎技能を獲得できるように

する。また、児童がそれらの器具を安全に使用できるための教師の留意点を習得できるようにする。 

8. 理科室経営：理科の授業を行う上での安全についての考え方を実際に実習しながら、安全管理や安全指導を考慮した理科

室の経営のあり方を考察できるようにする。 

9. 小学校理科における観察・実験を行う意義について。小学校理科の内容を実習してもらい、その中での観察・実験をおこな

う意味を考察してもらう。 

10. 理科模擬授業（問題を見出す場面）：理科の模擬授業を行ってもらい、理科授業の構成を検討する 

11. 理科模擬授業（観察・実験の結果から結論を見出す場面）：理科の模擬授業を行ってもらい、理科授業の構成を検討する 

12. 指導略案の作成方法 

13. 教材と授業つくり 

14. 指導略案の作成について テスト 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から学校教育で行われている活動をあらゆる場面を見つけて見たり聴いたりできるようにしてください。また、学校教育に関

わる情報には敏感になって欲しいです。 

 受講するまえに、その日の予定をみてテキスト等に目を通し、関連する事項を事前に調べておく様にしてください。その日の活

動を内容を考慮して服装なども気にかけてください。 

 受講後には、その日の学びの内容を整理し、疑問に思った点を自らも調べ補うようにしてください。特に、その日に扱った内容を

子どもが扱うことで子どもは何を獲得できるのかを考え整理をしておいてください。 

 今日の学びが、全体の本科目の構成の中のどのような位置にあるのかを予習や復習の段階でとらえていくことが大切です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の課題(60%)/最終課題(40%) 

【変更前】平常点 100％（授業時の小レポート 40%, 最終レポート(Final Report)30%, 最終テスト(Final Test)30%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2019、『改訂版『なぜ理科を教えるのか』』、文溪堂 

2. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領解説理科編』、東洋館 

小学校理科の教科書必要に応じて使っていきます。令和 2 年度版の教科書あるいは、平成 27 年度版の教科書を使います。購

入する必要はありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井邦嘉、2010、『科学者という仕事』、中公新書 

2. 戸田山和久、2011、『「科学的思考」のレッスン』、NHK 出版新書 

平成 29年 3 月告示の小学校学習指導要領並びに、平成 28 年 12 月に中央教委育審議会がだした答申などは、参考にしてくだ

さい。必要に応じて、文部科学省のホームページからダウンロードしてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小学校教員になることを目指している方は、是非とも受講してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF255／生活科教育論 

(Education of Life Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの生きる意味世界の生成を扶ける。 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 千春(FUJII CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの成長にとって価値ある生活科の学習活動の在り方についての知識を構築する。 

 

Students will acquire knowledge of the right way of learning activities on Education of Life Studies that is valuable to children's 

growth.  

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもの成長とは何かを考え、そのためにはどのような経験が必要か、そのために教師はどのような学習活動を構想・実践する

ことが必要なのかについて学ぶ。 

 

Students will learn on what children's growth is, what kind of experience is needed for that, and what kind of learning activities 

should teacher's plan and implement for that. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活科の設置の趣旨、及び「目標」と「内容」 

2. 低学年児童にとっての価値ある学び 

3. 学習指導と生活指導の統一 

4. 高度成長と子どもの生活環境の変化 

5. 現代の子どもの生活とその問題点 

6. 児童中心主義の教育思想(近代) 

7. 児童中心主義の教育思想(新教育運動) 

8. 児童中心主義の学校 

9. 朝の会からの学級づくり 

10. 話す力・聞く力を育てる 

11. 観察力・作文力を育てる 

12. 児童理解に基づく学習指導 

13. リーダーとして教師 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を読むこと。 

小学校における生活科の学習活動を機会を見つけて参観すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤井千春、2018、『問題解決学習入門』、学芸みらい社 

2. 藤井千春、2010、『問題解決学習の授業原理』、明治図書 

3. 藤井千春、1996、『問題解決学習のストラテジー』、明治図書 

4. 藤井千春、1996、『子ども学入門』、明治図書 

5. 藤井千春編、2016、『西洋教育思想』、ミネルヴァ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF402／社会科教育論 

(Education of Social Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会科教育の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会科という教科の理論的枠組み（歴史、目的、方法）について基本的な知識を獲得することで、教科の意義と課題を把握す

ることができる。 

②社会科の教授法について、過去の実践から学ぶことでそれを具体的に構想できるようになる。 

 

1) By acquiring basic knowledge of the theoretical frameworks of the subject of social studies (history, goals, methods), 

students will be able to grasp the significance and issues of the subject. 

2) Students will be able to specifically conceptualize what they have learned from past practice regarding teaching methods for 

social studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①戦後教育と社会科教育の歴史的展開について、学習指導要領の歴史的変遷や教科書をめぐる諸問題に照準を合わせて検討

する。 

②戦後の民間教育運動のなかで蓄積されてきた社会科の授業実践のあり方について実践記録を手がかりに考察する。 

 

1) Students will consider various issues surrounding historical changes of curriculum guidelines and textbooks geared toward 

post-war education and the historical development of social studies education. 

2) Students will consider working on lesson reports regarding ways of conducting social studies classes accumulated friom 

post-war alternative education movements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションーシティズンシップ教育としての社会科教育 

2. 戦後社会科教育史①「初期社会科」の理論と実践 

3. 戦後社会科教育史②「逆コース」のなかの社会科教育 

4. 戦後社会科教育史③家永教科書裁判 

5. 戦後社会科教育史④ 社会科教育における「現代化」「科学主義」 

6. 社会科教育の授業方法①討論授業への誘い 

7. 社会科教育の授業方法②小学校の実践 

8. 社会科教育の授業方法③中学校の実践 

9. 社会科教育の授業方法④高校の実践 

10. 社会科教育の授業方法についての総括討論 

11. 現代と切り結ぶ社会科①自己責任論を問う社会科教育（格差と貧困の問題を中心に） 

12. 現代と切り結ぶ社会科②歴史修正主義を問う社会科教育（「慰安婦」問題を中心に） 

13. 現代と切り結ぶ社会科③ナショナリズムを問う社会科教育（「領土」問題を手がかりに） 

14. 授業全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストをよく読み込んでおくこと以外に、文部科学省の Webサイトにアクセスし、「学習指導要領」をはじめとして、社会科教育に

関する情報を入手し、自主的に理解を深めておくこと。その他、授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示す

る。歴史教育者協議会編『歴史地理教育』（立教大学図書館に配架）も積極的に利用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容や講義で課せられる課題の提出・発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小薗崇明・渡辺哲郎・和田悠、2019、『子どもとつくる平和の教室』、はるか書房 (ISBN:4434256327) 

テキストは授業で実際に使用するので必ず入手しておいてほしい。本書所収の実践記録を検討の素材とする。 
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参考文献（Readings） 

1. 吉田裕、2005、『日本人の戦争観―戦後史のなかの変容』、岩波書店 (ISBN:4006031076) 

参考文献に挙げた吉田裕の著作は戦争観に焦点を当てた戦後史入門として大変に優れており、できれば入手してほしい。レポ

ート課題や授業全体の内容を深める上でも購読を強く勧めたい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の序盤は講義形式であるが、学生への質問も活発に行う。中盤では教育実践についての評価を受講者のあいだで討論を

試みる。積極的な受講態度が期待される。受講者の問題関心や受講者数に応じて授業計画を一部変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF406／家庭科教育論 

(Introduction to Domestic Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家庭科概論ー教科「家庭」のとらえ直し 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学ぶ側にあった学校教育における家庭科について、指導する側を意識した教科観・指導観等を培い、家庭科の面白さや

大切さ等を探りながら、家庭科教育の役割をとらえ直すことができる。 

 

Regarding what they have learned about home economics in school education up until now, students will be able to reconsider 

the role of economics in schools while developing subject philosophies and teaching philosophies, etc., through teaching, as well 

as deepening their appreciation for the interesting and appealing points of home economics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は教科「家庭」に関する史的背景や学ぶ意義、および教科の目標や内容等を講義やアクティヴラーニングを通じ検討し、後

半はワークショップ中心に家庭科の魅力や課題等を検討していく。ワークショップでは、グループディスカッション、被服実習（手縫

いやミシン縫い等）や簡易実験・調理実習等の体験学習、ロールプレイングやプレゼンテーション等を予定している。受講生が主

体的に学べる機会を可能な範囲で多く取り入れる予定である。 

 

In the first half of the class, students will consider the relevant historical background, significance of learning, class objectives 

and content of home economics through lectures and active learning, and the second half of the class will focus on workshops 

where students will consider the appealing points and relevant issues of home economics. The workshops will include group 

discussion, experience learning such as garment making (hand sewing and machine sewing, etc.), simple experiments and cooking 

practice, as well as role playing and presentations, etc. Students are expected to be able to broaden their range of subjective 

learning opportunities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （受講生の確認） 他 

2. 家庭科教育の本質 （歴史、社会的背景、等） 

3. 家庭科教育の目標と内容 

4. 小学校家庭科の学習課題と学習指導要領の確認（新学習指導要領の検討） 

5. 自然科学の視点からの家庭科教育（簡易実験の試みと試食等） 

6. 社会・人文科学の視点からの家庭科教育（生活文化を含む) 

7. 家庭科の学習指導、家庭科における ICTの活用 他 

8. ワークショップ：家庭科の学習指導（ロールプレイングの試み） 

9. ワークショップ：家庭科の評価について （グループ討論 ） 確認小テストの実施 

10. ワークショップ：創作・製作活動・実習（前半） 

11. ワークショップ：創作・製作活動・実習（後半） 

12. ワークショップ：食文化を意識した調理実習 

13. 受講生による家庭科に関するテーマのプレゼンテーション 

14. まとめ（作品合評会、提出物の返却とフィードバック 等） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

今回はオンライン授業のためワークショップは実施できない。特に調理実習は不可である。それに代わる課題提示（含実習課題）

－小レポート作成－期日までの提出を予定している。 

 

【変更前】前半は、講義でふれた内容に関しての復習、後半はワークショップに関しての準備等がある。ワークショップに関しての

準備には、たとえば創作・製作活動の製作プランと教材の準備、調理実習に伴う献立作成と調理の準備、またプレゼンテーション

の準備等がある。授業時間内に製作活動が終了できない場合は、授業外での完成をが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内実施の確認小テスト(40%)/ワークショップへの取り組みと提出物(30%)/プレゼンテーション(20%)/授業への参加態度やリア

クションペーパー等(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 池崎喜美恵編著、2020、『小学校指導法 家庭』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405815) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本家庭科教育学会、2019、『未来の生活をつくる 家庭科で育む生活リテラシー』、明治図書 (ISBN:9784180624249) 

2. 伊深祥子 他、2013、『評価が変わると授業が変わる』、開隆堂 (ISBN:9784304021084) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職科目（家庭科指導法）を履修する人は、できれば本授業も履修することを進める。教科「家庭」への理解を深め、家庭科教育

の役割と児童への指導・支援について、指導法の授業だけでは補えないものをフォローしていく予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF451／国語科教育論 

(Japanese Language Education) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教室で学習者の言語活動が活発になるということはどういうことかを考える。 

（2）人間が言葉を使い、言葉を教えることのあいだに存在する問題を考える。 

（3）国語科の教材を、授業で学んだ哲学や思想を踏まえて捉え直せるようになる。 

 

(1) Students will be able to think about what it means that learners' language activities become more active in the classroom. 

(2) Students will be able to think about the problems that exist between humans using language or teaching language. 

(3) Students will be able to reconsider the teaching materials in the Japanese language class based on the philosophy and ideas 

learned in the class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、言葉の学びに携わる者に必要とされる知識を提供し、受講者はその知識をグループワークなどで活用しながら習

得していく。小学校教材のみならず、比較のために中学、高校の教材も使用し、さらには、映画などのポップカルチャーを使用す

ることもある。必ずしも教員免許状取得を目的としていなくとも、「言葉」を再考したい方には益のある授業内容である。 

 

In this class, teachers provide the required knowledge to Japanese language teachers, and students acquire the knowledge while 

utilizing it in group work. In class, we use not only elementary school materials but also junior high and high school materials for 

comparison, and sometimes use pop culture such as movies. Students who do not aim to obtain a teacher's license can also 

participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「言葉を覚えたせいで」 

2. 教材研究の基礎（1）：「ストーリーメイク」をどのようにしていけばよいか？ 

3. 教材研究の基礎（2）：A と「見えない B」を連鎖させる 

4. 教材研究の基礎（3）「みる」ことと言葉のあいだ 

5. 教材研究の基礎（4）人間が「物語る」ことの意味 

6. 「言語論的転回」とその否定 

7. 「プログラミング的思考」とその問題：「読解力」の低下に関する議論をめぐって（テキスト序論） 

8. 『君の名は。』と詩の言葉（テキスト第 3 章） 

9. 戦争がテーマとなった教材の課題（テキスト第 4 章） 

10. 「弱いロボット」と「ヒトらしい」コミュニケーション：「中動態」をめぐって（テキスト第 1・5 章） 

11. 演劇と言葉の学びをめぐる問題（テキスト第 2 章） 

12. 「文法」を考える 

13. 「文字」を考える：「書写」を考慮に入れつつ 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）次回扱う資料などを事前に配布し、読了しておくよう求めることがある。 

（2）グループ活動や創作活動の多い授業であることを了解の上受講すること。 

（3）特に後半、授業前後のテキストの熟読は必須である。授業開始前に一読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業中に提出してもらう課題(30%)/リアクションペーパー(20%) 

レポート試験の論述にあたっては、教科書指定した『言葉とアートをつなぐ教育思想』が必要となるので、必ず購入すること。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

使用しない。 
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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) 

その他の文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF453／算数科教育論 

(Mathematics Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算数科教育論：小学校算数科教育内容の背後にある初等数学と学習理論： 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導要領（平成２9 年公示新指導要領）における小学校算数科の学習指導内容とそれらを構成している初等数学の理論を知り、

その指導方法の背後にある指導法の理論を知る。 

 

Students will know about the current elementary school math class learning instruction contents in the current curriculum (the 

former 2017 curriculum) and elementary school math theories that form them, and know theories of instructional methods that 

back these teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小学校算数科の指導内容を構成している初等数学とその指導法の理論を講義し、それらの理論を深めるための実際の算数科

の授業をＤＶＤ映像で視聴したり、数学問題演習に取り組んだりする。 

 

 The lecture will cover the elementary school math that makes up the instructional content of elementary school math classes 

and the relevant teaching theories. In order to more deeply understand those theories, students will watch DVDs of actual math 

classes and take math problem seminars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「新指導要領における算数科の学習指導内容領域」 

2. 数と計算領域① 「数とは何か」（「すう」と「かず」） 

数の意味と表現、十進位取り記数法、整数の性質、そしてその指導 

3. 数と計算領域② 「計算とは何か」（計算指導の３つの内容） 

四則計算の意味指導、演算決定能力、そしてその指導 

4. 数と計算領域③ 「計算はどのようにするのか」 

計算の仕方指導とその習熟、計算力とは何か（暗算、概算、筆算、珠算、式算） 

5. 量と測定① 「量とは何か」（外延量と内包量） 

量の概念とその概念形成、量感、そしてその指導 

6. 量と測定② 「測定とは何か」（測定の４段階） 

測定の意味とその方法、単位と単位名の仕組み、量の計算 

7. 図形①「図形教育の４つの目標」 

基本的な図形の概念形成と包摂関係、対象概念と関係概念 

8. 図形②「空間観念の育成」 

空間と図形、概念と観念、敷き詰め、図形の美しさ、図形と論証 

9. 変化と関係①「式の よみ、かき」 

総合式と分離式、表現式と操作式、交換法則・結合法則・分配法則、式で説明する力 

10. 変化と関係②「関数の考え」 

「関数」の意味と「関数の考え」、 関数の考えの５段階、関数の考えの第一歩、 

11. データの活用「資料の整理とよみ」 

統計とは何か、小学校で扱う表とグラフの意味と良さ、統計の必要性 

12. 新しい時代に向かう算数数学教育① 人間の発達と数学的思考力の関係 

具体的操作活動と念頭操作、、論理的思考力の発達、統合的発展的思考の育成 

13. 新しい時代に向かう算数数学教育② 数学的リテラシィの育成 

生きて働く数学の知識、プログラミング的思考、コンピテンシィベースの学力数学的リテラシィ、  ＩＣＴの活用、 

14. 新しい時代に向かう算数数学教育③ コンピテンシーベースの学力と算数 

数学における対話と協働性、「学びに向かう力」、人間性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ア）毎回課す初等数学の問題演習のワークシートを必ず完成してくる。 

イ）講義で話題とした文献をきちんと読んでくる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠と授業態度（話し合いや意見発表）(20%)/演習問題の出来映え(20%) 

毎回の講義録や自主的な学習記録としてのノートづくりを進める。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくにテキストを指定しない。必要に応じて、小学校算数科の教科書や中学校数学科の教科書を用いる。その際には教科書のコ

ピーしを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒木 哲徳、2009、『入門 算数学』、日本評論社 (453578406,9784535785403) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF454／理科教育論 

(Science Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校を中心とした理科教育の概論 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

児童の発達を踏まえた、小学校理科の年間や単元、１単位時間の各レベルにおける指導計画の作成、実際の学習指導、その評

価、及び観察・実験の基礎技能や安全管理や安全指導などを含む理科教室経営などのそれぞれの能力を習得できるようにする

ことが目的である。 

 

Students will aim to be able to acquire various proficiencies such as making instructional plans (i.e. annual plans, individual 

lesson plans, and plans per unit time) for elementary science classes based on child development, doing actual teaching, 

evaluating and observing, as well as learning science class room management such as basic skills in experiments, safety 

management and safety instruction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

理科教育の目標・目的、内容、方法･評価のあり方を知り、それに基づく小学校理科授業を具体的にイメージできるようにする。 

小学校理科授業の全体像のおおまかな構造と、授業つくりの考え方をとらえることができるようにする。具体的には、大まかな単

元の指導計画と１単位時間レベルの本時案を作ることができるようにする。 

 

Students will be able to take on ways of thinking about creating classes and overall construction of elementary school science 

classes as a whole. Specifically, students will be able to make a general instructional plan for lessons and a timetable plan for a 

class hour per unit time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 何のために理科教育を行うのか（理科教育の目的）：小学校の教育課程の全体から理科教育の目的を

導出し、理科という教科の存在意義を明確にしていく。 

2. 理科教育で教えるべきことは何か（理科教育の目標）：戦後の小学校理科の目標の変遷をたどることから、時代とともに変

化している理科の目標を明らかにし、理科における普遍的な目指すべき目標を明確にしていく。 

3. 理科教育で教えることは何か（理科教育の内容）：戦後の小学校理科の内容の変遷をたどることから、理科における時代に

依存しない内容を明確にするとともに、現行の学習指導要領理科の内容の特徴とその意味を導出する。 

4. 学習指導要領理科の内容に関して、小学校と中学校の系統の一覧を作成を通して、小、中学校の内容的な系統性をとらえ

ることができるようにする。 

5. どのように理科の授業をつくり指導を行うのか（理科教育の方法）：児童の実態を発達的にとらえることから、年間や単元、１

単位時間の各レベルにおける指導計画の作成に関して解説する。また、１単位時間の学習指導計画を作成させ、実際の学

習指導を構想してもらう。そして、構想した学習指導案に基づいて、授業のシミュレーションを行い、学習指導案を改善して

いくという実習を行う。 

6. どのように理科の評価を行うのか（理科教育の評価）：集団準拠、あるいは目標準拠の評価方法、さたに観点別評価などに

ついて解説することから、評価の方法を獲得できるようにする。また、実際の授業を参観したり、授業の映像を見たりしなが

ら、教師の働きかけと児童の活動の様子の関係を分析することから、授業の評価の方法やよりよい授業の構成方法を獲得

できるようにする。 

7. 観察・実験の基礎技能：実際に観察・実験器具を用いて実習し、観察・実験器具を扱う場合の基礎技能を獲得できるように

する。また、児童がそれらの器具を安全に使用できるための教師の留意点を習得できるようにする。 

8. 理科室経営：理科の授業を行う上での安全についての考え方を実際に実習しながら、安全管理や安全指導を考慮した理科

室の経営のあり方を考察できるようにする。 

9. 小学校理科における観察・実験を行う意義について。小学校理科の内容を実習してもらい、その中での観察・実験をおこな

う意味を考察してもらう。 

10. 理科模擬授業（問題を見出す場面）：理科の模擬授業を行ってもらい、理科授業の構成を検討する 

11. 理科模擬授業（観察・実験の結果から結論を見出す場面）：理科の模擬授業を行ってもらい、理科授業の構成を検討する 

12. 指導略案の作成方法 

13. 教材と授業つくり 

14. 指導略案の作成について テスト 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から学校教育で行われている活動をあらゆる場面を見つけて見たり聴いたりできるようにしてください。また、学校教育に関

わる情報には敏感になって欲しいです。 

 受講するまえに、その日の予定をみてテキスト等に目を通し、関連する事項を事前に調べておく様にしてください。その日の活

動を内容を考慮して服装なども気にかけてください。 

 受講後には、その日の学びの内容を整理し、疑問に思った点を自らも調べ補うようにしてください。特に、その日に扱った内容を

子どもが扱うことで子どもは何を獲得できるのかを考え整理をしておいてください。 

 今日の学びが、全体の本科目の構成の中のどのような位置にあるのかを予習や復習の段階でとらえていくことが大切です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の課題(60%)/最終課題(40%) 

【変更前】平常点 100％（授業時の小レポート 40%, 最終レポート(Final Report)30%, 最終テスト(Final Test)30%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2019、『改訂版『なぜ理科を教えるのか』』、文溪堂 

2. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領解説理科編』、東洋館 

小学校理科の教科書必要に応じて使っていきます。令和 2 年度版の教科書あるいは、平成 27 年度版の教科書を使います。購

入する必要はありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井邦嘉、2010、『科学者という仕事』、中公新書 

2. 戸田山和久、2011、『「科学的思考」のレッスン』、NHK 出版新書 

平成 29年 3 月告示の小学校学習指導要領並びに、平成 28 年 12 月に中央教委育審議会がだした答申などは、参考にしてくだ

さい。必要に応じて、文部科学省のホームページからダウンロードしてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小学校教員になることを目指している方は、是非とも受講してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF455／生活科教育論 

(Education of Life Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの生きる意味世界の生成を扶ける。 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 千春(FUJII CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの成長にとって価値ある生活科の学習活動の在り方についての知識を構築する。 

 

Students will acquire knowledge of the right way of learning activities on Education of Life Studies that is valuable to children's 

growth.  

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもの成長とは何かを考え、そのためにはどのような経験が必要か、そのために教師はどのような学習活動を構想・実践する

ことが必要なのかについて学ぶ。 

 

Students will learn on what children's growth is, what kind of experience is needed for that, and what kind of learning activities 

should teacher's plan and implement for that. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活科の設置の趣旨、及び「目標」と「内容」 

2. 低学年児童にとっての価値ある学び 

3. 学習指導と生活指導の統一 

4. 高度成長と子どもの生活環境の変化 

5. 現代の子どもの生活とその問題点 

6. 児童中心主義の教育思想(近代) 

7. 児童中心主義の教育思想(新教育運動) 

8. 児童中心主義の学校 

9. 朝の会からの学級づくり 

10. 話す力・聞く力を育てる 

11. 観察力・作文力を育てる 

12. 児童理解に基づく学習指導 

13. リーダーとして教師 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を読むこと。 

小学校における生活科の学習活動を機会を見つけて参観すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤井千春、2018、『問題解決学習入門』、学芸みらい社 

2. 藤井千春、2010、『問題解決学習の授業原理』、明治図書 

3. 藤井千春、1996、『問題解決学習のストラテジー』、明治図書 

4. 藤井千春、1996、『子ども学入門』、明治図書 

5. 藤井千春編、2016、『西洋教育思想』、ミネルヴァ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF489 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF489／英語科教育論 

(English Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ETM (Education Through Music)を通しての学び 

 

担当者名 

（Instructor） 
西村 正和(NISHIMURA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以降入学者のみ履修可 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

授業日 

11/28（土）1・2 限 

12/5（土）1～3 限 

12/12（土）1・2 限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における外国語活動・外国語の授業実践に必要な実践的な英語運用力と、英語に関する背景的な知識を身に着ける 

 

This course aims for students to acquire practical English proficiency and the background knowledge about English necessary 

for foreign language activities and foreign language lessons in elementary school. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歌遊びを土台にしたプログラムである ETM を体験しながら、その理論と手法を学び、「人はいかにして学ぶか｝について理

解を深める。 

 

While experiencing English Through Music (ETM), a program based on English singing games, students learn its theory and 

techniques and also deepen understanding of how people learn. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業実践に必要な力（１）聞くこと 

2. 授業実践に必要な力（２）話すこと・発表 

3. 授業実践に必要な力（３）読むこと・書くこと 

4. 英語に関する基本的な知識（文法・正書法など） 

5. 第二言語習得に関する基本的な知識 

6. 児童文学と教材 

7. 異文化理解と教材 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に ETM 研究会の HPを閲覧し、ETM に関する予備知識を得ておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び受講態度(20%)/デモティーチングへの参加と取り組み(20%)/授業内のミニレポート（3 回）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Education Through Music 研究会、2018 年、『ETM 実践ハンドブック』、ETM 実践ハンドブック編集委員会 

2. 金森強ほか、2017 年、『主体的な学びをめざす小学校英語教育』、教育出版 (978-4-316-80444-6 C3037) 

3. 卯城祐司ほか、2013 年、『リテラシーを育てる英語教育の創造』、学文社 (ISBN:978-4-7620-2329-3) 

ETM 実践ハンドブックは書店で販売していません。講義の際に本の紹介があり、希望者には、受講の際に講師より購入方法の

説明があります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ETM 研究会 HP： 

https://etmjapan.jimdofree.com/ 

 

授業日 
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11/28（土）1・2 限 

12/5（土）1～3 限 

12/12（土）1・2 限 

 

注意事項（Notice） 

2019 年度以降入学者のみ履修可 
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■AL001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人文学とキャリア形成 ａ 

(Arts and Humanities for Career Development a) 

担当者名 

（Instructor） 

澤田 直(SAWADA NAO) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学本来の学びの中で、個々の目標を問い、学問の意味や目的を明確にしながら、じぶんで人生設計し、キャリアをデザイン

することが目標です。 

 

The aim of this course is for students to question their own individual goals and clarify the meaning and purpose of their study 

of the humanities, while they design their own lives and careers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

もともと「汝自身を知ること」が人文学の永遠の主題です。どんな時代や文化であろうと、全ての人間が「おのれとその生き方」を

追求しました。しかもその答えが個人個人で違う点こそが、他の学問と異なって人文学の真髄なのです。この授業は、職業教育

ではありません。将来の人生設計を念頭に置きながら、「じぶんはいったい何者なのか」「人と共に生きるとは何なのか」「じぶん

の人生全体で探求したいテーマは何か」といったことを考えることが目標です。基本はじぶんで考えることです。 

 

"Know thyself" is the eternal theme of the humanities. Whatever the age and culture, every human being has pursued "the self 

and how to live." Interestingly, the fact that the answer differs for every individual is what distinguishes the humanities from 

other studies. This class is not a vocational education class. Its aim is for students to think about "Who am I?," "What does it 

mean to live with others?," and "What themes do I want to explore throughout my life?," while keeping their future life designs 

in mind. At the base is thinking on one's own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・趣旨説明・履修上の注意・スケジュール確認 

2. ゲスト講師による講義１ 

3. ゲスト講師による講義２ 

4. ゲスト講師による講義３ 

5. ゲスト講師による講義４ 

6. 振り返り 

7. ゲスト講師による講義５ 

8. ゲスト講師による講義６ 

9. ゲスト講師による講義７ 

10. ゲスト講師による講義８ 

11. 振り返り 

12. ゲスト講師による講義９ 

13. ゲスト講師による講義１０ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回授業（ガイダンス）には必ず出席すること。各回の配付資料等は事前に Blackborad 上に掲出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義と振り返りへの積極的な取り組み(30%)/小レポート(3 回、20％＋20％＋30％)(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や参考資料等は Blackboard 上で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講は同一曜日時限に 2 クラスに分けて開講される。自分の配当クラスに出席しないと単位が取得できない。履修登録状況画

面等でよく確認し、指定されたクラスに出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AL002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人文学とキャリア形成 ｂ 

(Arts and Humanities for Career Development b) 

担当者名 

（Instructor） 

市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学本来の学びの中で、個々の目標を問い、学問の意味や目的を明確にしながら、じぶんで人生設計し、キャリアをデザイン

することが目標です。 

 

The aim of this course is for students to question their own individual goals and clarify the meaning and purpose of their study 

of the humanities, while they design their own lives and careers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

もともと「汝自身を知ること」が人文学の永遠の主題です。どんな時代や文化であろうと、全ての人間が「おのれとその生き方」を

追求しました。しかもその答えが個人個人で違う点こそが、他の学問と異なって人文学の真髄なのです。この授業は、職業教育

ではありません。将来の人生設計を念頭に置きながら、「じぶんはいったい何者なのか」「人と共に生きるとは何なのか」「じぶん

の人生全体で探求したいテーマは何か」といったことを考えることが目標です。基本はじぶんで考えることです。 

 

"Know thyself" is the eternal theme of the humanities. Whatever the age and culture, every human being has pursued "the self 

and how to live." Interestingly, the fact that the answer differs for every individual is what distinguishes the humanities from 

other studies. This class is not a vocational education class. Its aim is for students to think about "Who am I?," "What does it 

mean to live with others?," and "What themes do I want to explore throughout my life?," while keeping their future life designs 

in mind. At the base is thinking on one's own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・趣旨説明・履修上の注意・スケジュール確認 

2. ゲスト講師による講義１ 

3. ゲスト講師による講義２ 

4. ゲスト講師による講義３ 

5. ゲスト講師による講義４ 

6. 振り返り 

7. ゲスト講師による講義５ 

8. ゲスト講師による講義６ 

9. ゲスト講師による講義７ 

10. ゲスト講師による講義８ 

11. 振り返り 

12. ゲスト講師による講義９ 

13. ゲスト講師による講義１０ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回授業（ガイダンス）には必ず出席すること。各回の配付資料等は事前に Blackborad 上に掲出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義と振り返りへの積極的な取り組み(30%)/小レポート(3 回、20％＋20％＋30％)(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や参考資料等は Blackboard 上で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講は同一曜日時限に 2 クラスに分けて開講される。自分の配当クラスに出席しないと単位が取得できない。履修登録状況画

面等でよく確認し、指定されたクラスに出席すること。 



 - 795 - 

 

注意事項（Notice） 
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■AL103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／合同講義１ 

(Joint Lectures 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SDGs 入門 

担当者名 

（Instructor） 

河野 哲也(KONO TETSUYA) 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

阿部 治(ABE OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

2020 年 4 月 14 日付 開講学期変更 

定員 250 名 春学期➔秋学期 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）」は、2015年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な世界を

実現するための 2030 年までの国際目標のことである。本講義では、地球の環境危機を知り、SDGs が掲げる基本理念とその背

景にある思想、関連する知識を理解し、SDGs を社会で実現するための基礎と方法を学ぶことを目標とする。とりわけ、持続可能

な世界を実現する担い手を育む「持続可能な開発のための教育（ESD: Education for Sustainable Development）」に焦点を当て、

SDGs 実現に果たす環境教育の役割について理解する。 

 

The Sustainable Development Goals (SDGs) refer to international goals by 2030 for the realization of a sustainable world, which 

was adopted at the United Nations Summit in September 2015. The purpose of this course is to learn about the global 

environmental crisis, understand the basic principles of the SDGs, the philosophy behind them, and related knowledge, and 

comprehend the fundamentals and methods for realizing the SDGs in society. In particular, this course focuses on “Education 

for Sustainable Development (ESD)” to nurture the leaders of a sustainable world and understand the role of environmental 

education in achieving the SDGs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と質疑を中心として以下のことについて学び、今日の環境危機と地方創生について事例を交えながら検討し考察する。 

・世界における環境危機の現状 

・SDGs の基本理念、背景にある思想と歴史的経緯、関連する知識 

・ESD が SDGs と地域創生に果たす役割 

 

In this course, students are expected to learn about the following topics through lectures and discussions as well as study 

today's environmental crisis and local revitalization with examples: 

 

・ Current situation of global environmental crisis 

・ SDGs basic principles, background philosophy and historical context, and related knowledge 

・ The role that ESD plays in SDGs and regional revitalization 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講義の内容と進め方、成績評価、約束事など）と環境危機の現状① 

2. 環境危機の現状② 

3. 環境危機と SDGs の総論(1)：環境危機の現状とその療法、SDGs の理念とその成立の背景と経緯、持続可能な社会とは何

か 

4. 環境危機と SDGs の総論(2)：SDGs の 17 のゴールの基本理念とその思想的背景、環境教育（ESD）役割と意義 

5. SDGs 解説: 環境危機と地域(1) 

6. SDGs 解説: 環境危機と地域(2) 

7. SDGs 解説: 人権と健康 

8. SDGs 解説: 国際関係と平和 

9. SDGs 解説: 経済と平等 

10. 環境哲学(1) 

11. 環境哲学(2) 

12. 環境倫理 

13. 環境と科学技術 

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） 

テキストと講義中に指示した資料を事前に読み、理解すような事前学習を行ってください。また、事後に章レポートを課すことがあ
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りますので、期限内に必ず提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート（複数回）(80%)/授業内提出物(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内提出物 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部治、2019、『知る・わかる・伝える SDGs』、学文社 (ISBN:4762029238) 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿部治、2017、『ESD の地域創生力』、合同出版 (ISBN:4772613153) 

2. 阿部治、2015、『原発事故を子どもたちにどう伝えるか』、合同出版 (ISBN:477261236X) 

3. 河野哲也、2015、『いつかはみんな野生にもどる』、水声社 (ISBN:4801001882) 

4. 日本環境教育学会、2012、『環境教育』、教育出版 (ISBN:4316803158) 

5. 田中治彦ほか、2019、『SDGs カリキュラムの創造』、学文社 (ISBN:4762029440) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL104／合同講義 ２ 

(Joint Lectures 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報社会と人文社会科学 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI 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） 
ART1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員 250 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Understanding information and communication technology (ICT) in research and practice in humanities and social science 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will outline applications of information and communication technology in humanities and social sciences with the 

focus on the areas covered in the college of arts.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: outline of the course. How and why to collaborate online 

2. Education: international comparison on ICT in classrooms 

3. Education: ICT in teaching and learning vs teaching and learning ICT 

4. Intermission: Using databases 

5. History and literature: online texts and databases (1) introduction 

6. History and literature: online texts and databases (2) statistical approaches 

7. History and literature: online texts and databases (3) graphic data 

8. Intermission: Roles of research libraries 

9. History and literature: online texts and databases (4) preparation of data 1 

10. History and literature: online texts and databases (5) preparation of data 2 

11. Intermission: Problems of scholarly communication  

12. Philosophy and religion: how philosophy affects on research and practice of ICT 

13. Philosophy and religion: Influences of ICT on philosophy and religion 

14. Wrap-up: how ICT should be used in humanities and social sciences 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Successful students should complete reading assignments before each class meeting. Preparation may include group work, 

which can be done online.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Writing assignments(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading material will be assigned through the online system. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students should bring a PC (Windows or Mac) to each class meeting. Online collaboration is mandatory.   

The main language in the class is Japanese, but most reading materials will be in English. Writing assignments can be submitted 

either in English or in Japanese. 

 

注意事項（Notice） 
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■AL106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／音楽学演習 ２ 

(Seminars in Musicology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩と音楽：声楽曲を分析しよう 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 康太(SATO KOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 30 名 

※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋言語による詩の基本を理解し、それと音楽の関係について考察することができるようになる。音楽作品について語る、および

書くことの基本を身につける。 

 

Students will learn the fundamentals of poetry in Western languages and to consider its relationship with music. Students will 

acquire the fundamentals of speaking and writing about works of music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では毎回声楽作品を１つか２つ取り上げ、その歌詞と音楽の関係について議論します。まず作品の歌詞を読み、その形

式と内容について考察を深め、その上で歌詞と音楽がどのような関係にあるのかを分析していきます。授業は受講者の発表を中

心に行い、参加者全員でそれについて議論をしながら理解を深めていきます。 

最初の数回で西洋の声楽作品の基礎を学んだ後、学期の前半は教員の指定する作品を教員と一緒に分析していきます（作品は

受講者の興味に応じて変更の可能性あり）。学期の後半は受講者各自が１つ作品を選び、それについて発表してもらいます。そ

して最終的には自分の選んだ作品についての分析を、レポートとしてまとめて提出してもらいます。なお人数が多い場合には、グ

ループでの発表になることがあります。 

 

This class will take up one or two vocal pieces each session and will discuss the relationship between the lyrics and the music. 

Students will first read the lyrics of the works, deepen their consideration of the form and content, and analyze the relationship 

between the lyrics and the music. Classes will center on presentations by course takers, and all participants will deepen their 

understanding through discussions. 

After studying the fundamentals of western vocal music works over the first few sessions, students and the faculty member will 

analyze works specified by the faculty member in the first half of the semester (Selected works may change depending on 

students' interests.). In the second half of the semester, each student will select one work and give a presentation on it. Finally, 

students will create and submit a report on their analysis of their own selected works. If the number of participants is large, 

presentations may be performed in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入および教員による発表のデモンストレーション 

2. 西洋の詩と音楽を読むための基礎知識：形式と韻律；発表順の決定 

3. マドリガーレ：ジェズアルド《私は死んでゆく》、シュッツ《苦い甘さ》 

4. ドイツ・リート：シューマン『詩人の恋』 

5. 宗教曲：バッハ《マタイ受難曲》 

6. オペラ①：ビゼー《カルメン》 

7. オペラ②：ヴァーグナー《ヴァルキューレ》 

8. J-POPの詩と音楽：《さよならメモリーズ》 

9. 受講生の選んだ作品の分析発表① 

10. 受講生の選んだ作品の分析発表② 

11. 受講生の選んだ作品の分析発表③ 

12. 受講生の選んだ作品の分析発表④ 

13. 受講生の選んだ作品の分析発表⑤ 

14. 最終レポート講評および総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のための文献の読解および発表資料の作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での口頭発表(30%)/議論への参加度(30%) 

5 回以上の欠席は単位放棄と見なします。遅刻・早退は３回で欠席１回に換算。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの発表内容に従って授業内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

音楽や音楽史に関する深い知識は必要ありませんが、楽譜を用いた分析が授業の中心となります。楽譜が読めない（ト音記号お

よびヘ音記号で書かれた楽譜の音名とリズムが分からない）学生は、必ず初回の授業時に教員に相談すること。 

発表に際しては教員がサポートするので、自分の発表の一週間前までには必ず内容について相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／書道 １ 

(Calligraphy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 大蔵(KANEKO DAIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学科日本文学専修、文芸・思想専修の教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・日本の古典や名筆を臨書し，学習することによって，中学校国語科書写で指導するのに必要な技術と書道全般の背景や

知識を身につける。 

 

By copying and learning Chinese and Japanese classics and writings, students will acquire the knowledge and background of 

calligraphy in general and the skills necessary for teaching junior high school Japanese language transcription. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習では半紙での古典臨書によって書道の基本ともいえる楷書・行書の筆法や字形を会得する。また，書道の歴史的背景や用

具・用材の知識を身につけるための講義をする。 

必ず初回に道具を持ってくること。 

 

In the practical training, students will learn how to write strokes and character forms in regular script and semi-cursive script – 

the fundamentals of calligraphy – by copying classics on calligraphy paper. In addition, lectures will be conducted to acquire 

knowledge of the historical background of calligraphy and its tools and materials. 

Students are to bring their writing materials from the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 用具・用材の説明と書道の話 

2. 楷書について（筆法・字形・線質など） 

楷書課題実習 

3. 九成宮醴泉銘 

4. 孔子廟堂碑 

5. 雁塔聖教序 

6. 牛けつ造像記 

7. 鄭羲下碑 

8. 楽毅論 

9. 行書について（筆法・字形・線質など） 

行書課題実習 

10. 蘭亭序 

11. 争坐位文稿 

12. 温泉銘 

13. 風信帖 

14. 創作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業提出半紙課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『書 1』高等学校芸術科（書道）文部科学省検定済教科書（光村図書出版） 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 3 日（月）、4日（火）、5 日（水）、6 日（木）、7日（金） 1 時限～3 時限 

教室：4353    
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■AL108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／書道 ２ 

(Calligraphy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 大蔵(KANEKO DAIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学科日本文学専修、文芸・思想専修の教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・日本の古典や名筆を臨書し，学習することによって，中学校国語科書写で指導するのに必要な技術と書道全般の背景や

知識を身につける。 

 

By copying and learning Chinese and Japanese classics and writings, students will acquire the knowledge and background of 

calligraphy in general and the skills necessary for teaching junior high school Japanese language transcription. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習では半紙での古典臨書によって書道の基本ともいえる楷書・行書の筆法や字形を会得する。また， 書道の歴史的背景や用

具・用材の知識を身につけるための講義をする。 

必ず初回に道具を持ってくること。 

 

In the practical training, students will learn how to write strokes and character forms in regular script and semi-cursive script – 

the fundamentals of calligraphy – by copying classics on calligraphy paper. In addition, lectures will be conducted to acquire 

knowledge of the historical background of calligraphy and its tools and materials. 

Students are to bring their writing materials from the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 用具・用材の説明と書道の話 

2. 楷書について（筆法・字形・線質など） 

楷書課題実習 

3. 九成宮醴泉銘 

4. 孔子廟堂碑 

5. 雁塔聖教序 

6. 牛けつ造像記 

7. 鄭羲下碑 

8. 楽毅論 

9. 行書について（筆法・字形・線質など） 

行書課題実習 

10. 蘭亭序 

11. 争坐位文稿 

12. 温泉銘 

13. 風信帖 

14. 創作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業提出半紙課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『書 1』高等学校芸術科（書道）文部科学省検定済教科書（光村図書出版） 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 3 日（月）、4日（火）、5 日（水）、6 日（木）、7日（金） 4 時限～6 時限 

教室：4353   
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■AL109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL109／実作・実践研究 １ 

(Study on Artistic Creation 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
劇映画をつくるときに作者たちは何を考えているのか 

担当者名 

（Instructor） 
井川 耕一郎(IKAWA KOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の面白さとは何かということを，作る側の立場に立って具体的に考察する。 

 

Students will specifically consider the enjoyment of narrative films, taking the standpoint of creators. 

 

授業の内容（Course Contents） 

劇映画の面白さを語るとき，私たちは批評家のまねをして「演出」「脚本」といった言葉をよく使う。けれども，それらの言葉は具体

的に何を指しているのだろうか。 

この授業では，誰もが分かったつもりになっている「演出」や「脚本」について再考するため，作る側の立場からシナリオを読み，シ

ナリオと完成作品との違いから「演出」とは何かを探っていきたい。 

授業ではシナリオ分析を行うので，受講生は次の二つの作業を事前に行っておくこと。一つ目は，ドラマの構成を把握するために

段落分けをすること。二つ目は，そのシナリオの出発点の発想をシナリオライターの立場に立って推測すること。 

分析だけでは物足りない，実際にシナリオを書いてみたい，映画を撮ってみたいというひとがいるようなら，きちんと対応したいと

思う。シナリオの講評，短編映画製作の指導などを行う予定である。 

 

When talking about the enjoyment of narrative films, we often use the words of critics, like "direction" and "screenplay." But to 

what do those words specifically point? 

In order to reconsider the "direction" and "screenplays" that everyone supposedly understands, this class will read scenarios 

from the viewpoint of creators, and will explore what "direction" means through the differences between the scenario and the 

finished work. 

As scenario analysis will be conducted in class, course takers should perform two tasks in advance. The first is to divide the 

drama into paragraphs to grasp its structure. The second is to guess the ideas for the starting point of the scenario from the 

standpoint of the scenario writer. 

The course hopes to properly address anyone who is not content with analysis alone and who wants to actually write a scenario 

or make a movie. The course will critique scenarios and will provide instruction on making a short film. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アンケート，来週までの宿題の提示 

2. 授業スケジュールの説明，シナリオ，プロットの書き方について 

3. 作品分析１ 

プロットまたはシナリオの提出があった場合，講評は翌週に行います。 

（短編映画製作を希望するひとはこの日までに名乗り出ることが望ましいでしょう） 

4. 作品分析１ 

5. 作品分析１ 

6. 作品分析２ 

7. 作品分析２ 

8. 作品分析３ 

9. 作品分析３ 

10. 作品分析４ 

11. 作品分析４ 

12. 作品分析５ 

13. 作品分析５ 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは授業のときに配布します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 807 - 

■AL112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL112／実作・実践講義 ２ 

(Lectures on Artistic Creation 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「形（かたち）」を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 健仁(MIWA KENJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芸術における，「形（かたち）」に注目した作品解釈の方法を学ぶ。 

 

Students will learn methods of interpreting works, with a focus on "form" in the arts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「形」に注目するとは，「何が（内容）」より「いかに（形式）」に，まず眼を向けてみることである。芸術作品を，「形」という視点から紹

介，分析することで，各々のジャンル（たとえば美術，映画，音楽など）がどのような「形式」的特質を持つかを探る。 

たとえば，「バラの花(内容)」は絵画でも，音楽でも，映画でも表現可能である。 

けれど，「いかに（形式）」という点で異なるために，結果としてできあがる「バラ」は，それぞれ独自の表現性（「絵画としてのバ

ラ」，「音楽としてのバラ」，「映画としてのバラ」）を持つことになる。 

毎回の講義では，さまざまな芸術作品（美術，建築，文学，音楽，映像，舞台芸術など)を取り上げ，とりわけ「制作のプロセス」，

「鑑賞のプロセス」，「作品と鑑賞者の関係」に注目しながら，各々の表現が持つ「形」の魅力について考察していく。 

 

Focusing on form means to look first at the "how" (the form) rather than the "what" (the content). By introducing and 

analyzing works of art from the perspective of form, the course will explore what formal characteristics are found in each genre 

(e.g., art, film, music, etc.). 

As an example, a rose (content) can be expressed in painting, music, or a movie. 

However, as differences occur in the "how" (form), each resulting rose has its own expressiveness ("rose as a painting," "rose 

as music," "rose as a movie"). 

Each lecture will take up various works of art (visual art, architecture, literature, music, video, performing arts, etc.) and focus 

on the process of production, the process of appreciation, and the relationship between work and viewer, while considering the 

appeal of the "form" possessed by each expression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション｜この講義における「形」という語の定義について 

2. 絵画における「形」（1） 

3. 絵画における「形」（2） 

4. 絵画における「形」（3） 

5. 絵画における「形」（4） 

6. 絵画における「形」（5） 

7. 彫刻における「形」 

8. 建築における「形」 

9. 演劇における「形」 

10. ダンスにおける「形」 

11. 文学における「形」 

12. 映画における「形」 

13. アニメーションにおける「形」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示については，履修登録完了後に Blackboard 上などで履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー兼出席票(40%) 

欠席回数が授業実施回数の半分以上の場合，Ｄ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL201／心理学 １ 

(General Psychology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の科学に関する基本的な知見を理解する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the science of mind. 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学は，ヒトのふるまいの原理や発達過程を検証することで意識やこころに迫ろうとしてきた。本講義では，まずこころの科学

が扱う対象やその基本的な方法について概説する。次いで、心理学における代表的な論争や実践の場を紹介することで、心理

学のテーマ（何を問題としているのか）について考える。 

 

Psychology has attempted to approach consciousness and the mind by examining the principles and the developmental 

processes of human behavior. The lectures will first outline the subjects dealt with by the science of the mind, and its 

fundamental methods. Following this, by introducing typical controversies and places of practice in psychology, the lectures will 

consider the themes of psychology (i.e., what issues it addresses). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学の射程 

3. 心理学の源流 

4. 心理学の方法―実験（１） 

5. 心理学の方法―実験（２） 

6. 心理学の方法―観察（１） 

7. 心理学の方法―観察（２） 

8. 心理学の方法―質問紙・面接（１） 

9. 心理学の方法―質問紙・面接（２） 

10. 心理学の方法―検査法（１） 

11. 心理学の方法―検査法（２） 

12. 個人差と個性（１） 

13. 個人差と個性（１） 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各トピックの進行に合わせて事前学習または復習として小レポート課題の提出を求める。小レポートは Blackboard での電子ファ

イル提出，〆切厳守とする。 

受講にあたっては秋学期「心理学２」を続けて履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/ミニレポート課題(40%) 

評価および受講の注意点については，初回ガイダンスでアナウンスするので必ず出席すること。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (小レポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜資料を指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿取廣人,杉本敏夫, 鳥居修晃、2015、『心理学 第 5 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121095) 

2. 高野 陽太郎, 岡 隆、2017、『心理学研究法 補訂版』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業内課題の提示・提出や参考文献の提示
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などに Blackboardを使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL202／心理学 ２ 

(General Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の科学に関する基本的な知見を学び、それらを歴史的背景と関連付けて理解する。 

 

Students will learn fundamental knowledge concerning the science of the mind, and will understand this in relation to its 

historical background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，心理学史における代表的な立場について具体的な研究を紹介し、またシンプルな実験を実際に体験することで、そ

の理論的背景の理解を目指す。また各立場の相違や論争を概説し、それらを通して心理学の基本的な問題の理解を目指す。 

 

The lectures will introduce specific research on representative perspectives in the history of psychology, and will aim to 

understand its theoretical background through actual experience with simple experiments. The course will also outline the 

differences and controversies of each position, and through these will aim to understand the fundamental issues of psychology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学成立前史 

3. 実験科学としての心理学と精神分析学 

4. ゲシュタルト心理学（１） 

5. ゲシュタルト心理学（２） 

6. 行動主義 

7. 新行動主義 

8. 認知心理学（誕生の背景と特徴） 

9. 問題解決 

10. 記憶と想起 

11. ヒューマンエラー 

12. 認知科学の転回（１） 

13. 認知科学の転回（２） 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各トピックの進行に合わせて事前学習または復習として小レポート課題の提出を求める。小レポートは Blackboard での電子ファ

イル提出，〆切厳守とする。提出フォーマット等については授業中に指示するので留意すること。 

受講にあたっては春学期開講の「心理学１」に続いて履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/ミニレポート課題(40%) 

評価および受講の注意点については，初回ガイダンスでアナウンスするので必ず出席すること。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (小レポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜資料を配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木正人、2015、『新版アフォーダンス』、岩波書店 (ISBN:978-4000296342) 

2. 鹿取廣人,杉本敏夫, 鳥居修晃、2015、『心理学 第 5 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121095) 

3. 梅本尭夫, 大山正、1994、『心理学史への招待―現代心理学の背景 (新心理学ライブラリ) 』、サイエンス社 (ISBN:978-

4781907208) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業内課題の提示・提出や参考文献の提示

などに Blackboardを使用する。  

 

注意事項（Notice） 
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■AL203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 １ 

(Information Processing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチメディア入門「伝える」をテーマにした情報処理の講義 

担当者名 

（Instructor） 
小山 洋行(KOYAMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 190 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報や意図などを「より良く伝える」ための多様な観点を認識する。そして昨今のデジタル関連の興味深い内容や事例から、デジ

タル情報技術の関心の幅を広げる。将来の情報化社会や情報技術をより深く学ぶためのステップになることを目的とする。 

 

Students will recognize diverse points of view for better conveying information, intentions, etc. They will also broaden their 

breadth of interest in digital information technology, drawing on recent interesting digital content and examples. The course 

aims to serve as a step toward learning more about information technology and the information society of the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マルチメディア入門と題して生活の中のデジタル技術とそれに関わる仕組み、問題点などを解説していく。デジタル情報機器や技

術に関しての知識や、それと密接に関わっている「デザイン」や「アート」さらに「メディアリテラシー」の知識を深める。皆さんの素

朴な疑問などもとりあげて解説する予定。講義形式で行い、実習はありません。 

 

Under the title of Introduction to Multimedia, the course will explain the digital technology in our lives, related mechanisms and 

issues, etc. Students will deepen their knowledge of digital information equipment and technologies, and as well as the deeply 

connected matters of “design,” “art,” and “media literacy.” The course will provide explanations in response to students' simple 

questions. It will be conducted in lecture format, without practical work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要説明、オリエンテーション 

2. ハードウエア 

3. インターフェイス 

4. ソフトウエア 

5. DTP 

6. グラフィックデザイン（構図、色彩） 

7. コンピュータグラフィックス、アニメーション 

8. WEB デザイン 

9. インターネット・ネットワーク技術（１） 

10. インターネット・ネットワーク技術（２） 

11. デジタルデータ、映像などの圧縮技術 

12. 放送 

13. 携帯端末 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および受講態度(50%)/課題(10%) 

３／４以上の出席を必要とする 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 ２ 

(Information Processing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理入門 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 190 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎的な情報技術の習得を目指します。 

 

It aims to provide training in fundamental information technologies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報の表現方法、処理方法、利用方法を学ぶことは、学生として、また今後社会人として活躍するためにも重要です。本授業で

は、情報リテラシーを演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Learning how to express, process, and use information is important for activity as a student and later as a working member of 

society. Through exercises in this class, students will learn methods for acquiring and skillfully using information literacy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、Microsoft Windows の基本操作 

2. 文書の作成と管理 

3. 一般的なビジネス文書の作成 

4. シンプルなレポートや報告書の作成 

5. 既存のデータを利用した文書の作成 

6. 表計算の基本操作 

7. 表を見やすく使いやすくする編集操作 

8. 数式・関数を活用した集計表の作成 

9. グラフの基本 

10. プレゼンテーションの企画 

11. わかりやすいストーリー構成 

12. センスアップするレイアウトデザイン 

13. イメージを伝えるイラスト・写真活用 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2013、『情報利活用コンピュータリテラシーOffice2013/2010 対応』、日経 BP社 

 

参考文献（Readings） 

ガイダンスで紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ａ 

(Information Processing 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料の作成 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

◆◆◆本授業は受講制限があります。詳細は「その他」で確認すること◆◆◆ 

 

PowerPointによるプレゼンテーション用資料の作成を通じて，PC プレゼンテーションの特徴と情報処理の基礎的な知識や技能

を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and skills for PC presentations and information processing by creating 

presentation materials using PowerPoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

口頭のプレゼンで利用する提示資料(スライド)作成を通して PowerPointの操作方法について実習する。 

スライド作成を通して項目の整理や視覚化，スライドの提示方法など PC プレゼンテーションで考慮すべき点についてもふれてい

く。 

実習形式の授業となるため、毎回 PowerPointを操作しながら受講する必要がある。 

 

Students will gain practical training in using PowerPoint by creating presentation materials (slides) to be used in oral 

presentations. 

The course will also touch on points to be considered in PC presentations, such as how to arrange and visualize items through 

slide creation, and how to present slides. 

In order to implement the course in practical exercise format, it is necessary to take the course while operating PowerPoint 

every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. PowerPointの概要と文字入力および書式とテーマの変更 

2. スライドの基本操作と箇条書き記号やプレースホルダの書式変更 

3. PowerPointを利用した表およびグラフの作成 

4. SmartArtを利用した箇条書きの図解 

5. 画像の挿入及びインターネット上の画像利用と著作権 

6. 図形の挿入と書式指定，テキストの入力 

7. オブジェクトウィンドウの利用と複数図形の配置整理，グループ化 

8. 動作設定ボタンの利用と動画の挿入 

9. スライドデザインの詳細指定と印刷 

10. 画面切り替えとアニメーション一括設定 

11. 個別のアニメーション設定とタイミング指定 

12. スライドショーの操作とリハーサル 

13. PC プレゼンテーションの長所と短所、提示資料と配布資料の相違点 

14. 最終課題・授業全体の内容をふまえたプレゼンテーション作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表等で PowerPointを使用する機会は多いと思います。 

授業で触れるテクニックはどのように発表への応用が可能か考えること。 

応用に関して質問があれば上記授業内容から外れる事柄であっても自由に申し出てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示する提出物(80%)/最終授業時に提出する課題(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 
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テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業内で資料を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回課題を Blackboard より提出する。 

説明には視覚資料（投影した PowerPoint画面）を中心に用いるが板書も併用する。 

 

今期はオンラインで授業を実施するので、受講生は自宅内で PowerPointを操作する必要があります。 

そのため自宅の Microsoft Office の PowerPointがインストールされた PC があること、さらに授業時間内はインストールされた

PC を占有して操作できる学生を受講対象とします。 

 

授業では Windows 版の PowerPoint2016に関する資料を配布して操作を説明しますが、自宅で操作する PowerPointのバージョ

ンは 2016 以外に PowerPoint2013、PowerPoint2019、Office365でも構いません。 

バージョンが異なると操作性などに多少の違いがでますが、その点に関する質問には対応します。 

 

ただし Office2010 以前のバージョンや WPS Office、Office Suitのような互換性があるが Microsoft Office とは別のアプリケーシ

ョン、Office Online のような簡易版のアプリケーションでは授業で扱う機能を備えていない可能性があるため、これらを操作して

の受講は認めません。 

仮に受講しても評価の対象となりません。 

操作予定の PC で操作可能なプレゼンテーションアプリは何か、事前に確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ａ 

(Information Processing 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料作成上の留意点 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC プレゼンテーション作成をつうじて提示資料の表現について理解を深めるとともに，情報処理の基礎や技能を身につける。 

 

Through the creation of PC presentations, students will deepen their understanding of expression using presentation materials 

and will acquire basics and skills for information processing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を利用したプレゼンテーションにおいて「提示資料を構成する要素」と「受け手に与える印象」の関係について知ることで，他者

の前で情報を伝える口頭発表という形式の長所と短所及び「分かりやすさ」に影響する要因について考える。 

基本的に２週で１つのテーマを扱う。 

１週目は説明とテーマに留意したプレゼンテーション作成の実習，２週目は作成されたプレゼンテーションを実例にあげて具体的

に作成上の留意点を説明する。 

 

By learning about the relationship between the component elements of presentation materials and the impression made on the 

audience in a PC-based presentation, students will consider the advantages and disadvantages, and the intelligibility, of the oral 

presentation format for conveying information in front of others. 

In general, the course will cover one theme in two weeks. 

In the first week, students will practice creating a presentation with explanations and a theme in mind. In the second week, 

students will use the created presentations as examples to explain specific points of note in their creation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表の内容と展開の整理・説明要素のグループ化 

2. 講評・要素の抽出とグループの違いを強調する要素 

3. 箇条書きの図解・SmartArtの操作方法 

4. ボックス型の図形を利用したレベルの可視化 

5. 講評・項目レベルと図形のサイズ・配置・配色 

6. 矢印・線を利用した要素間の関係性強調 

7. 講評・関係性のパターン及び関係性の強弱と線の特徴 

8. 色による要素間の関係性強調とデザイン変更 

9. 講評・色の心理的効果とスライドの統一感，配色と見やすさの効果 

10. インターネット上の画像利用と著作権の確認およびクレジット表記 

11. 画像を利用した表現・内容に関する印象強化と項目の具体化 

12. 講評・直感的把握と理解の妨げとなる要因 

13. 効果的なアニメーションの利用 

14. 最終課題・「把握しやすい」プレゼンテーションの作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で取り上げるテーマについて，効率的な表現方法にはどのようなものが考えられるかを整理すること。 

パワーポイントでの表現に関する質問であれば授業の内容以外でも随時質問を受けつけます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指定する課題(75%)/最終課題(25%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 



 - 819 - 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回 Blackboard を使用して課題を提出する。 

PowerPointによる視覚資料を利用した説明を中心とするが板書も併用する。 

受講には Microsoft Office（または Power Point）が利用できる、または https://spirit.rikkyo.ac.jp/mc/pc/SitePages/buy.aspx で

大学から提供されている Officeをインストールし、授業時間に利用できる環境であることが必要。 

OSやバージョンの違いは問わないがモバイル版やクラウド版の場合一部の機能が利用できない可能性があるため推奨しない。

また互換ソフト（KeyNote、WPSoffice 等)の利用も避けること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL207／ギリシア語 １ 

(Greek 1) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学ぶ。古典ギリシア語を初めて学ぶ学生が、本講義と秋学期に開講されるギリシア語２とを合わせ

て、一年間で初等文法の全体を学び終えることを目標とする。 

 

Students will learn introductory-level classical Greek grammar. The objective is for students who are learning classical Greek 

for the first time to finish learning all of the introductory grammar in one year through this course and through Greek 2, to be 

offered in the fall semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って古典ギリシア語の文法の習得を進める。各回の講義は、前回の練習問題の解答および解説と、新たな文法項目

の説明からなる。また、活用・変化形についての小テストを随時行う。 

 

Students will acquire classical Greek grammar in line with the textbook. Each lecture will consist of answers to and explanations 

of the previous lecture's exercise problems, and explanations of new grammar items. Quizzes on declensions and conjugations 

will also be given. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、文字と発音（１） 

2. 文字と発音（２）、アクセント 

3. 第１・第 2 変化名詞および形容詞（１）、定冠詞 

4. 第１・第 2 変化名詞および形容詞（２） 

5. ω動詞：直説法能動相現在・未来 

6. ω動詞：直説法能動相未完了過去・アオリスト 

7. ω動詞：直説法能動相第 2 アオリスト 

8. 前接辞・後接辞、疑問代名詞・不定代名詞ほか 

9. 第 3 変化名詞：子音幹（１） 

10. 第 3 変化名詞：子音幹（２） 

11. 第 3 変化名詞（３）：母音幹、関係代名詞 

12. 指示代名詞、強意代名詞 

13. 形容詞と副詞の比較 

14. 母音融合動詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、教科書の練習問題を解いて提出する必要がある。また、古典ギリシア語は初等文法において覚える項目が非常に多いの

で、授業内容についての予習・復習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (課題 35%,小テスト 15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水谷智洋、1990、『古典ギリシア語初歩』、岩波書店 (ISBN:9784000008297) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 821 - 

■AL208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL208／ギリシア語 ２ 

(Greek 2) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学ぶ。古典ギリシア語を初めて学ぶ学生が、春学期に開講されるギリシア語１と本講義とを合わせ

て、一年間で初等文法の全体を学び終えることを目標とする。春学期に開講されるギリシア語１の内容を履修者が習得済みであ

ることを前提とするので、注意されたい。 

 

Students will learn introductory-level classical Greek grammar. The objective is for students who are learning classical Greek 

for the first time to finish learning all of the introductory grammar in one year through this course and through Greek 1, to be 

offered in the spring semester. This course assumes that students have already learned the content of Greek 1, offered in the 

spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続き、教科書に沿って古典ギリシア語の文法の習得を進める。各回の講義は、前回の練習問題の解答および解説と、

新たな文法項目の説明からなる。また、活用・変化形についての小テストを随時行う。 

 

Continuing from the spring semester, students will acquire classical Greek grammar in line with the textbook. Each lecture will 

consist of answers to and explanations of the previous lecture's exercise problems, and explanations of new grammar items. 

Quizzes on declensions and conjugations will also be given. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 流音・鼻音幹動詞の未来、人称代名詞 

2. 第 3 変化形容詞 

3. μι動詞の直説法能動相現在・未完了過去・アオリスト 

4. ω動詞の能動相現在・未来・第 2 アオリスト分詞 

5. ω動詞の能動相第 1 アオリスト分詞、μι動詞の能動相現在・第 2 アオリスト分詞 

6. 接続法能動相現在・アオリスト 

7. 希求法能動相現在・未来・アオリスト 

8. 直説法中・受動相現在、直説法中動相未来 

9. 直説法中・受動相未完了過去、直説法中動相アオリスト 

10. 接続法中・受動相、希求法中・受動相 

11. 受動相アオリスト・未来 

12. 完了・過去完了・未来完了 

13. 命令法 

14. 特殊なアオリスト、動形容詞、動詞の主要部分、数詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、教科書の練習問題を解いて提出する必要がある。また、古典ギリシア語は初等文法において覚える項目が非常に多いの

で、授業内容についての予習・復習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (課題 35%,小テスト 15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水谷智洋、1990、『古典ギリシア語初歩』、岩波書店 (ISBN:9784000008297) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL209／ラテン語 １ 

(Latin 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語初級文法 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語の初級文法を身につけ、文の構造を理解し、平易な文章について文意を取ることが出来るようにする。春学期では教科

書の前半部を終えることを目指す。 

 

Students will learn introductory Latin grammar, understand the structure of sentences, and become able to grasp the meaning 

of simple sentences. The aim is to finish the first half of the textbook in the spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ帝国で公用語として使われた言語で、西ローマ帝国滅亡後もキリスト教の公用語として、また近代に至るま

で学術、文学の領域でも主要な言語として西洋世界を支え続けてきた。イタリア語やフランス語といったいわゆるロマンス語はラ

テン語から派生した言語であり、ラテン語について学ぶことは今日においても西洋世界を深く知る一助となるだろう。 

本授業では所定の教科書を使いながら基礎的な文法事項を学びつつ、文法構造の解析、訳などの練習問題を行っていく。 

 

Used as the official language in the ancient Roman Empire, Latin continued to support the Western world as the official language 

of Christianity even after the fall of the Western Roman Empire, and as a major language in academic and literary fields until 

modern times. Romance languages such as Italian and French are derived from Latin, and learning about Latin is an aid to a 

deeper understanding of the Western world today. 

The class will use specified textbooks to learn basic grammatical items, and will progress to practical exercises such as 

translation and analysis of grammatical structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の導入、発音とアクセント 

2. 動詞の活用（現在形） 

3. 名詞の変化（第一、第二） 

4. 形容詞の変化（第一、第二） 

5. 動詞の活用（未完了過去、未来） 

6. 前置詞、不定詞 

7. 名詞の変化（第三） 

8. 形容詞の変化（第三） 

9. 動詞の活用（完了） 

10. 動詞の活用（過去完了、未来完了） 

11. 受動相 

12. 名詞の変化（第四、第五） 

13. 能相欠如動詞 

14. 既習事項の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習を行うことが望ましい。また授業の進行に応じて練習問題、復習用の課題を出すので、随時提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(50%)/授業内で指示する小テスト(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (提出課題 30%,受講態度、出席状況 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中利光、1990、『ラテン語初歩＜改訂版＞』、岩波書店 (ISBN:4-00-002419-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 
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2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 

3. 河島思朗、2016、『基本から学ぶラテン語』、ナツメ社 (ISBN:978-4816360756) 

4. 山下太郎、2013、『しっかり学ぶ初級ラテン語』、ベレ出版 (ISBN:978-4860643669) 

上記以外については授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL210／ラテン語 ２ 

(Latin 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語初級文法 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語の初級文法を身につけ、文の構造を理解し、平易な文章について文意を取ることが出来るようにする。秋学期では教科

書の後半部を終えることを目指す。 

 

Students will learn introductory Latin grammar, understand the structure of sentences, and become able to grasp the meaning 

of simple sentences. The aim is to finish the second half of the textbook in the fall semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ帝国で公用語として使われた言語で、西ローマ帝国滅亡後もキリスト教の公用語として、また近代に至るま

で学術、文学の領域でも主要な言語として西洋世界を支え続けてきた。イタリア語やフランス語といったいわゆるロマンス語はラ

テン語から派生した言語であり、ラテン語について学ぶことは今日においても西洋世界を深く知る一助となるだろう。 

本授業では所定の教科書を使いながら基礎的な文法事項を学びつつ、文法構造の解析、訳などの練習問題を行っていく。 

 

Used as the official language in the ancient Roman Empire, Latin continued to support the Western world as the official language 

of Christianity even after the fall of the Western Roman Empire, and as a major language in academic and literary fields until 

modern times. Romance languages such as Italian and French are derived from Latin, and learning about Latin is an aid to a 

deeper understanding of the Western world today. 

The class will use specified textbooks to learn basic grammatical items, and will progress to practical exercises such as 

translation and analysis of grammatical structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 代名詞（１） 

2. 代名詞（２） 

3. 接続法（１） 

4. 接続法（２） 

5. 条件文 

6. 不定詞 

7. 関係代名詞 

8. 非人称動詞 

9. 分詞 

10. 奪格の独立的用法 

11. 形容詞の比較、数詞 

12. 動名詞、動形容詞 

13. 命令法、目的分詞 

14. 既習事項の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習を行うことが望ましい。また授業の進行に応じて練習問題、復習用の課題を出すので、随時提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（課題）(50%)/小テスト(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (提出課題 30%,授業態度、出席状況 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中利光、1990、『ラテン語初歩＜改訂版＞』、岩波書店 (ISBN:4-00-002419-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 
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2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 

3. 河島思朗、2016、『基本から学ぶラテン語』、ナツメ社 (ISBN:978-4816360756) 

4. 山下太郎、2013、『しっかり学ぶ初級ラテン語』、ベレ出版 (ISBN:978-4860643669) 

上記以外については授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／宗教思想 １ 

(Religious Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と「知」 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の我々の「知」の大枠を決定した近代西欧思想の中で、キリスト教の神がどのように理解されているかを知る。受講者がそれ

らの思想に直接触れ、宗教について自分自身で考える。 

 

Students will learn how the Christian God is understood in modern Western European thought, that which has determined the 

general framework of our intellect today. Course takers will make direct contact with that thought, and will think about religion 

themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１７世紀から１９世紀までの西欧の思想家を原則として１回に一人ずつ取り上げ、その宗教理解を中心に紹介する。 

 

In general, each session will take up one Western European thinker at a time from the 17th to the 19th century, and will 

primarily introduce the individual's religious understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 近代科学とキリスト教 

3. デカルト：理性の根拠としての神 

4. スピノザ：永遠の相のもとに 

5. パスカル：理性と信仰 

6. ロック：経験と信仰 

7. カント：理性の限界と神の要請 

8. シュライアマッハー：聖なるものの感情 

9. ヘーゲル：歴史を導く神 

10. フォイエルバッハ：投影としての神 

11. マルクス：イデオロギーとしての宗教 

12. ニーチェ：神の死 

13. キルケゴール：実存と信仰 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポート試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問

題 B（論述式）で行う。問題 B については、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成し

ておく。講義を漫然と聞くのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

成績評価については、最初の授業で詳しく説明するので必ず出席のこと。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業参加度 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／宗教思想 ２ 

(Religious Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧米のキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が現代哲学に触れ、宗教について自分自身で考える機会を持つこと。 

 

Course takers will have the opportunity to experience contemporary philosophy and think about religion on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「神なき時代」と言われる現代において，欧米の思想家たちは宗教や信仰の問題をどのように考えてきたのか。２０世紀以降の思

想家を数人取り上げ、その宗教思想を中心に紹介する。 

 

In a modern age that has been called "a Godless age," how have Western thinkers approached questions of religion and faith? 

The course will take up and introduce several thinkers from the 20th century and later, focusing on their religious ideas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ヤスパース：哲学的信仰 

3. ハイデッガー１：死へ向かう存在 

4. ハイデッガー２：存在の神秘 

5. レヴィナス：他者としての神 

6. ベルグソン：閉じた宗教から開かれた宗教へ 

7. フロイト：幻想としての宗教 

8. ユング：元型と宗教 

9. バタイユ：エロティシズムと宗教 

10. ウィトゲンシュタイン：語り得ないもの 

11. デリダ：「キリスト教」の脱構築 

12. リクール１：象徴は思考を促す 

13. リクール２：宗教批判を超えて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

筆記試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問題

B（論述式）で行う。問題 Bについては、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成してお

く。授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

成績評価については、最初の授業で詳しく説明するので必ず出席のこと。 

期末のレポート試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答

える問題 B（論述式）で行う。問題 B については、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを

作成しておく。授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 詳しくは説明プ

リントを配布し、授業内でも説明する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業参加度 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で詳しく紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

教職課程登録者は AL412 で科目コード登録すること 
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■AL213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／倫理思想 

(Introduction to Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイオエシックスとは何か？ 

担当者名 

（Instructor） 
柳堀 素雅子(YANAGIBORI SUGAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の到達目標は、 

(1)バイオエシックスの基礎的な理論と原理を学ぶこと 

(2)バイオエシックスの普及状況を把握すること 

(3)ディスカッションに参加して、口頭発表の仕方を学ぶこと 

である。 

 

The goals of this course are to 

(1)Obtain basic knowledge about the basic concepts and principles of bioethics 

(2)Understand the spread  of bioethics. 

(3)Enhance the skill in making oral presentation by participating in the discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、バイオエシックスの諸問題を学びます。最初にバイオエシックスの始まりについて学びます。 

脳死臓器移植、安楽死と尊厳死、延命治療、生殖技術、出生前診断などを学びます。 

最終的には、日本と欧米のバイオエシックスの相違を理解します。 

 

This course deals with Bioethics issues.  

This course introduces the beginning of bioethics.  

This course introduces Brain death, Organ transplantation, Euthanasia and Death with dignity , Life-sustaining treatment, 

Reproductive technology ,Prenatal diagnosis, etc. 

At the end of course are to understand the differences in bioethics between Japan and Western. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオエシックスの成立とその意義について（講義） 

2. 脳死とは何か（講義） 

3. 臓器移植の問題点について（講義） 

4. グループ討論と全体討論 

5. 安楽死と尊厳死について（講義） 

6. 安楽死の合法化についての世界の状況（講義） 

7. グループ討論と全体討論 

8. 延命治療の是非について（講義） 

9. グループ討論 

10. 生殖技術の問題点について（講義） 

11. グループ討論と全体討論 

12. 出生前診断の問題点について（講義） 

13. グループ討論と全体討論 

14. 日本と欧米のバイオエシックスを比較して（講義） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に本で調べたり、インターネットで検索したりして、グループ討論に必要な情報収集をすることが必要です。普段から

バイオエシックスの問題に興味を持ち、世界の情勢にも関心を向けてください。授業中に配布される資料は大量にあります。資料

はよく読み、さらに自分で知識を増やす努力をしてください。キリスト教を中心に、宗教に関する知識も必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（複数回）の内容(80%)/グループ討論の内容(20%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (レポート（複数回）の内容 60%,リアクションペーパーの内容 20%,グループ討論の内容 20%) 
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テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. アルバート・R・ジョンセン 細見博志訳、2009 年、『生命倫理学の誕生』、勁草書房 (ISBN978-4-326ー10189ー4 C3012) 

2. トム・L・ビーチャム ジェイムズ・F・チルドレス 永安幸正/立木教夫監訳、1997 年、『生命医学倫理』、成文堂 (ISBN4-7923-

6064-1 C3012) 

必要に応じて、その都度豊富な参考文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

教職課程登録者は AL413 で科目コード登録すること 
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■AL214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL214／英米文学概論 

(General Survey of English and American Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学研究ことはじめ 

担当者名 

（Instructor） 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

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） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英米文学のテクストを鑑賞しながら，初学者にとって読解のために必要な文学的技法や歴史的・文化的背景を学びます。英米の

差異や文学の可能性を体感すると同時に，若々しい感覚を研ぎすませ，おのおのの知的関心が指ししめす方向をみずから発見

します。 

 

While appreciating texts from English and American literature, students will learn the historical and cultural backgrounds and the 

literary techniques necessary for comprehension by beginners. While experiencing the potential of literature and the differences 

between Britain and the United States, students will sharpen their youthful senses to discover the directions in which their 

intellectual interests point. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，英米文学専修の複数の講師が各 1-2 回ずつ，それぞれの専門分野と研究対象に基づいて，英文学と米文学の主

要なトピックを講義します。多様な作品を多様な観点から考察することによって，英米文学とその研究の多様性も示されます。 

 

In this class, multiple lecturers will each give one or two lectures on major topics in English and American literature, based on 

their respective fields of expertise and research subjects. By considering diverse works from diverse points of view, the course 

will show the diversity of English and American literature and the research surrounding it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション （岩田） 

2. イギリスの小説 1（小山） 

3. イギリスの小説 2（小山） 

4. 英語の散文  1 （イエイツ） 

5. 英語の散文  2 （イエイツ） 

6. アメリカの文化 1 (新田)  

7. アメリカの文化 2 （新田） 

8. イギリスの詩 1 （藤巻） 

9. イギリスの詩 2 （藤巻） 

10. 英米の演劇 1（ゲスト講師） 

11. 英米の演劇 2（ゲスト講師） 

12. アメリカの小説 1 （古井） 

13. アメリカの小説 2 （古井） 

14. 全体のふりかえりと筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

どんなものでもよいので，英米の文学作品を 1 冊以上読んでおいてください。翻訳でもかまいません。 

 

また、各回の講義内容について作ったノートを読み返し、講義で扱われた作品に翻訳でもよいので目を通してみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 
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適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL216／フランス文学・文化概論 

(Introduction to French Lit. & Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学史・文化史入門 

担当者名 

（Instructor） 

澤田 直(SAWADA NAO) 

坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

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） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文学・文化・社会を歴史的に概観します。またいくつかの作品を取り上げ、具体的にその内容・魅力を紹介します。 

 

This course will provide a historical overview of literature, culture, and society in France. It will also take up several works to 

introduce their content and their appeal in detail. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学作品は、それぞれの時代と社会状況のなかで、どのように書かれ、どのように読まれてきたのか？ フランスの文学と文化を

中世から年代順に概観し、社会状況について整理しながら、歴史的な変遷を見ていきます。 

いわゆる文学史の授業なので、おぼえることがらも少なくありませんが、フランスに興味を持つ者にとって最低限の教養といえる

内容です。また試験には、事項の確認だけでなく、論述形式も含まれます。それぞれの時代の文学の特徴を的確に把握し、それ

らをつなぐ隠された論理を自分なりに探しながら、積極的に授業を受けることが大切です。複数の教員がリレー式で講義を行いま

す。 

 

How are literary works written and read within their respective eras and social conditions? This course will provide a 

chronological outline of French literature and culture from the Middle Ages onward and will look at historical transitions, while 

organizing social conditions. 

As a literary history class, the class will present many things to be memorized, but the content will represent the minimum 

education for students with an interest in France. Tests will include essay format tests, as well as checking of facts. While 

students accurately learn the characteristics of literature from each era and search in their own way for the hidden logic that 

connects them, it is important that they also participate actively in classes. The course will be taught in relay fashion by several 

faculty members. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業全体の説明 

2. 中世 

3. ルネサンス 

4. 17 世紀１（古典主義） 

5. 17 世紀２（演劇） 

6. 18 世紀 

7. 中間テスト 

8. 19 世紀１（ロマン主義） 

9. 19 世紀２（写実主義と自然主義） 

10. 19 世紀３（詩） 

11. 20 世紀１（詩） 

12. 20 世紀２（小説） 

13. 20 世紀３（思想） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で指示された文献を積極的に読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・リアクションペーパー(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

中間テストと最終テストの２回は評価の対象となるので,そのときに欠席しないように注意すること。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺一夫、1990、『増補・フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:9784003500019) 

授業で指示。教科書は必ず購入し、持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL217／日本語学概論 １ 

(Introduction to Japanese Linguistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本語を中心とした概説 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学について、学問分野の概略を中心とした基礎的知識を習得するとともに、日常的な言語事象について学術的な考察が

行えるようになること。 

 

While acquiring fundamental knowledge centered on an outline of the academic field of Japanese linguistics, students will 

become able to think academically about everyday phenomena in language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の全体像を俯瞰し、「日本語を学問の対象とするとはどういうことか」「日本語を学問的に分析するためにはどのような

知識が必要か」「日本語を学術的に分析するとはどのようなことか」といったことについて、具体的な学問分野ごとに概説してい

く。日本語学では、伝統的に音や文法、表記、語彙その他の視点を用いて研究が行われており、教科書はあくまでも学問分野全

体を俯瞰する指標なので、教科書には無い内容も随時扱うことになる。本講義では、主に現代日本語について、様々な視点から

学んでいく。 

 

The course will provide a bird’s-eye image of Japanese linguistics overall, and, for specific academic fields, will explain what it 

means to target Japanese as a subject of study, what kind of knowledge is needed to analyze Japanese language academically, 

and what it means to analyze Japanese academically. In Japanese linguistics, research has traditionally been conducted from 

perspectives including sounds, grammar, notation, and vocabulary. As textbooks are, in the end, indexes that survey the whole 

of an academic field from a high level, the class will deal with content not in textbooks, as appropriate. In the lectures, students 

will study matters related to Modern Japanese from a variety of perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語学総論 

2. 音声と音韻 

3. 日本語の音 

4. アクセント 

5. 文字表記 

6. 文体 

7. 意味 

8. 語彙 

9. 方言 

10. 敬語 

11. 形態論 

12. 統語論 

13. 様々な日本語研究 

14. 辞書 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までに国語科で習った事項（活用その他）については、前提で話を進めるとともに、中学校レベルの日本史の知識（奈良

時代と室町時代の前後関係、各時代の政権の所在その他）は必須であるため、不安がある者は随時復習しておくこと。また、教

科書の当該範囲を中心に批判的精読を心掛け、予習復習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(60%)/授業内レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 衣畑智秀編、2019、『基礎日本語学』、ひつじ書房 (ISBN:9784894769465) 

 

参考文献（Readings） 

1. 飛田良文他編、2007、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

2. 風間喜代三他、2004、『言語学 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

3. 月本雅幸編著、2015、『日本語概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-31541-1) 

4. 沖森卓也編著、2010、『日本語概説』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51523-7) 

5. 沖森卓也・木村義之・陳力衛・山本真吾、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL218／日本語学概論 ２ 

(Introduction to Japanese Linguistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史的視点から見た日本語概説 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学について、学問分野の概略を中心とした基礎的知識を習得するとともに、日常的な言語事象について学術的な考察が

行えるようになること。 

 

While acquiring fundamental knowledge centered on an outline of the academic field of Japanese linguistics, students will 

become able to think academically about everyday phenomena in language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の全体像を俯瞰し、「日本語を学問の対象とするとはどういうことか」「日本語を学問的に分析するためにはどのような

知識が必要か」「日本語を学術的に分析するとはどのようなことか」といったことについて、具体的な学問分野ごとに概説してい

く。日本語学では、伝統的に音や文法、表記、語彙その他の視点を用いて研究が行われており、教科書はあくまでも学問分野全

体を俯瞰する指標なので、教科書には無い内容も随時扱うことになる。本講義では、日本語の歴史を中心にした事項について、

様々な視点から学んでいく。 

 

The course will provide a bird’s-eye image of Japanese linguistics overall, and, for specific academic fields, will explain what it 

means to target Japanese as a subject of study, what kind of knowledge is needed to analyze Japanese language academically, 

and what it means to analyze Japanese academically. In Japanese linguistics, research has traditionally been conducted from 

perspectives including sounds, grammar, notation, and vocabulary. As textbooks are, in the end, indexes that survey the whole 

of an academic field from a high level, the class will deal with content not in textbooks, as appropriate. In the lectures, students 

will study matters focused on History of Japanese Language from a variety of perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語史概説 

2. 音韻史 

3. 文字史 

4. 表記史 

5. 漢字音の変遷 

6. 文体史 

7. 語彙史 

8. 文法史①形態論 

9. 文法史②統語論 

10. 学史①韻学史 

11. 学史②仮名遣い研究 

12. 学史③本居宣長 

13. 学史④辞書史 

14. 国語政策、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までに国語科で習った事項（活用その他）については、前提で話を進めるとともに、中学校レベルの日本史の知識（奈良

時代と室町時代の前後関係、各時代の政権の所在その他）は必須であるため、不安がある者は随時復習しておくこと。また、教

科書の当該範囲を中心に批判的精読を心掛け、予習復習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%)/期末レポート(40%) 

学期中にリアクションペーパーを２回、中間レポートを１回、期末レポートを１回提出します。提出時期は適宜指示します。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 
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テキスト（Textbooks） 

1. 衣畑智秀、2019、『基礎日本語学』、ひつじ書房 (ISBN:9784894769465) 

 

参考文献（Readings） 

1. 飛田良文他編、2007、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

2. 風間喜代三他、2004、『言語学 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

3. 月本雅幸編著、2015、『日本語概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-31541-1) 

4. 沖森卓也編著、2010、『日本語概説』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51523-7) 

5. 沖森卓也・木村義之・陳力衛・山本真吾、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL219／漢文学概論 

(Introduction to Chinese Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文の受容と展開 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢文文献の講読を通して、漢文読解に必要な基礎知識を修得するとともに、漢字・漢文文化圏の歴史・文学・思想に対する理解

を深める。 

 

In this lecture course students will read Kanbun materials, acquire the basic skills necessary to comprehending them, and 

deepen their understanding of the history, literature, and thought of the East Asian Kanbun cultural sphere (the cultures that 

used Chinese characters and Kanbun for their own cultural production).  

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「日本における漢文の受容と展開」 

本講義では、最初に漢文を読むために必要な漢字・漢文法の基礎知識について述べ、そのあと訓読法を中心とした漢文受容史

の検討や、日本人の手になる漢文（日本漢文）の講読を行うなど、多様な視点から日本における漢字・漢文文化の展開を考察す

る。 

 

The Reception and Development of Kanbun in Japan 

In this lecture course, we will first discuss the basic knowledge of Chinese characters and grammar necessary to reading 

Kanbun. Then we will focus on Kundoku (reading according to Japanese classical grammar) to examine the history of Kanbun’s 

reception, read Kanbun composed by Japanese (Nihon Kanbun), and consider the development of Chinese characters and 

Kanbun culture from many different perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 漢字・漢文学の基礎 1 

3. 漢字・漢文学の基礎 2 

4. 漢字・漢文学の基礎 3 

5. 漢字・漢文学の基礎 4 

6. 漢字・漢文学の基礎 5 

7. 漢字・漢文学の基礎 6 

8. 漢文でよむ日本文化 1 

9. 漢文でよむ日本文化 2 

10. 漢文でよむ日本文化 3 

11. 漢文でよむ日本文化 4 

12. 漢文でよむ日本文化 5 

13. 漢文でよむ日本文化 6 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートを作成する（3000字以上）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

単位を修得するには、次の 2 つの条件を満たす必要がある。①全 14 回中 3 分の 2 以上の出席、②最終レポートの提出。 

詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／日本文学概論 

(Introduction to Japanese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代小説と近代詩の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 250 名 

日本文学専修 3,4 年次および文芸思想専修 3,4 年次生は抽選登録不可。科目コード

AL233 を履修登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代文学に関する基礎的な知識を修得する。近代小説だけでなく近代詩を扱い、読解と批評の観点を学ぶ。 

 

Students will acquire fundamental knowledge concerning Japanese modern literature. The course will cover not only modern 

novels but also modern poetry, equipping students with critical perspectives and methods for comprehension. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業のねらいは 2 つある。1つは、近代文学の成立と展開に関する基礎的な知識を共有すること。もう 1 つは、文学史の傍流

に位置づけられている詩のジャンルを並行して学び、文学史を問い直すことである。近代文学の成立期から昭和戦前期にかけて

の社会動向と文学事象を確認しつつ、小説と詩の具体的な作品の読解を通じて現代にも通ずるさまざまな問題を考えたい。 

 

The class has two aims. One aim is to share fundamental knowledge about the formation and development of modern literature. 

The other aim is to also learn about genres of poetry that have been sidelined in literary history, and to reconsider literary 

history. The course will investigate social movements and literary events from the beginning of modern literature to the pre-war 

Showa period, while considering various issues through comprehension of specific novels and poems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 言文一致と近代小説の成立（二葉亭四迷など） 

3. 近代詩の成立（新体詩） 

4. 抒情詩の時代（北村透谷など） 

5. 日露戦争後の都市空間と「自然」（田山花袋など） 

6. 象徴主義（北原白秋など） 

7. 口語自由詩の登場（川路柳虹、高村光太郎など） 

8. 詩的近代のはじまり（萩原朔太郎など） 

9. 江戸✕西欧のデカダンス（谷崎潤一郎など） 

10. 小説は「まこと」を語れるか（芥川龍之介など） 

11. DADA、アヴァンギャルド（高橋新吉、村山知義、萩原恭次郎など） 

12. 1930 年代の抒情詩（中原中也など） 

13. 文学の〈笑い〉（坂口安吾など） 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始前：二葉亭四迷『浮雲』を通読した上で参加する。文庫や全集など、テキストは何でもよい。 

授業開始後：授業で扱うテキストについては、基本的にコピーを配布または Blackboard にアップする。授業時間外に精読してくる

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(60%)/授業内に指示した提出物および小テスト(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席兼コメントペーパーの内容 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

本授業は講義形式を中心とするが、受講者には授業内容の理解度や作品に対する解釈をリアクションペーパーに記述する演習

を行う。積極的な受講態度を期待する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 



 - 844 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL221／文芸・思想概論 

(Introductory Lectures on Philosophy and Creative Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸・思想を学ぶために 

担当者名 

（Instructor） 

福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

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） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文芸とはなにか，思想とはなにか，その両方を冠する問題の圏域について考える。 

それぞれ専門分野を異にする専任教員が概説する，各分野における基礎的な知見を身につけると同時に，そうした知識にもとづ

いて，自分の考えを深め，それを正確に表現する力を養うことが目指される。 

 

The course will consider the realm of issues that come under the questions of what are art and literature, and what is thought. 

While students acquire fundamental knowledge in the respective fields of expertise of the faculty members, they will draw on 

that knowledge to develop their own ideas and nurture the ability to express these accurately. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文芸・思想専修の専任教員のリレー講義で，毎回異なるテーマと文芸や思想の結びつきについて考え，文芸・思想の知の圏域を

拡張し，多様な問題関心を展開する。全体として統一した流れを追うのではなく，教員各自が各回に作り出す多様な思考の流れ

を，受講生は自分なりに整理し発展させ展開させ，論理的な文章にまとめあげる覚悟が求められる。最終レポートは脚注や参考

文献をきちんと整えた正式な小論文形式のもののみ提出可。論文の書き方について，参考書を各自探して学んでおくこと。担当

教員ごとに出される複数の課題図書を読破したうえで，授業内容と関連付けた小論文を，かなりの枚数書くことが求められる

（10,000 字以上予定）。課題図書や課題テーマについては，後日講義内と掲示で提示する。 

 

In relay-format lectures by full-time faculty members in Philosophy and Creative Writing, students will think about the 

connections between literary arts and thought and each session's themes, will expand the sphere of their knowledge of literary 

arts and ideas, and will develop interest in various issues. Rather than pursue a unified flow as a whole, in each session, faculty 

members will create diverse flows of ideas. Students should be prepared to organize, expand on, and develop these in their own 

way, then summarize these into logical texts. Final reports may only be submitted in formal essay format, with well-organized 

footnotes and references. Students will search for reference books and study how to write theses on their own. Students will 

be required to write a considerable number of essays associated with the content of classes, after reading through multiple 

books assigned by the faculty members in charge (tentatively over 10,000 characters). The assigned books and subjects will be 

presented later in the lectures and in bulletins. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：文芸・思想を学ぶこととはどういうことか 

2. 文芸・思想講義１ 

3. 文芸・思想講義２ 

4. 文芸・思想講義３ 

5. 文芸・思想講義４ 

6. 文芸・思想講義５ 

7. 文芸・思想講義６ 

8. 文芸・思想講義７ 

9. 文芸・思想講義８ 

10. 文芸・思想講義９ 

11. 文芸・思想講義１０ 

12. 文芸・思想講義１１ 

13. 文芸・思想講義１２ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中の指示に従い，文献を読み込んだり，調べたりしてもらう。宿題が課される場合がある。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

４分の１以上の欠席は理由を問わず失格。２０分以上の遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

扱われる領域や主題によっては,ゲストスピーカーが招聘される回もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL222／世界史概論 １ 

(Introduction to World History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域・海洋世界 

担当者名 

（Instructor） 
宮田 絵津子(MIYATA ETSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界史を「陸」からでなく、「海」からみつめることで、構築されたヒトとモノの交流の豊かな歴史について学び、人間の生活にとっ

ての「海」とはなにか、について考えることを目標とする。 

 

The aim of this lecture is to learn the world history from the "ocean"and understand the exchange of people, goods and culture 

in order to concieve what is "sea" to human being. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回異なる海の世界をテーマとし、パワーポイントを用いてビジュアル的に各海が作り上げた文化と歴史について講義を行う。通

史と異なり、地中海世界に始まり、インド洋、東シナ海とそれぞれの海の世界について学ぶので、時間軸が毎回異なる。 

 

The lecture will be carried out using powerpoint to give an visual image of each culture and history of the ocean. Each class 

will deal with different time frame which is not an ordinary history class but will deal with different  history of distinct ocean 

such as Mediterranean, Indian, East China sea etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地中海世界 1 海とヒト 

2. 地中海世界 2 覇権争い 

3. ローマ帝国と海 

4. インド洋 貿易とアラブ商人の拡大 

5. 十字軍と海の世界 

6. 十字軍がつないだヒトとモノ 

7. 中国の海外進出—鄭和の海への挑戦 

8. 東南アジアの交易の時代 

9. イベリア半島勢力のアジア進出—ポルトガルとスペインのアジア海域進出 

10. マニラ・ガレオン貿易―マニラからアカプルコへ、ヒトとモノの流れ 

11. 大西洋貿易—ヨーロッパ内の交流 

12. 海賊の歴史—カリブ海から世界へ、英国を支えた海賊たち 

13. オランダのアジア進出―ニシン漁から貿易大国へ 

14. 大英帝国の海を利用した拡大 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

欠席は 3 回までとする 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮田絵津子、2017、『マニラ・ガレオン貿易』、慶応義塾大学出版会 (978‐7664‐2471‐3) 

2. 玉木俊明、2014、『海洋帝国興隆史』、講談社選書メチエ (ISBN:978‐4‐06‐258590‐3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 849 - 

■AL223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL223／世界史概論 ２ 

(Introduction to World History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大陸世界 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真実(HAMAMOTO MAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．近代以降の大陸世界の歴史を、個別の事象の積み重ねとしてではなく、構造的に理解する。 

２．世界史研究におけるさまざまな歴史理論や分析方法を学習する。 

 

1. To understand the modern history of the continental world as one structure, not as a stack of individual events.  

2. To learn various theories and analytic ways  in the study of history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「世界史」とは、カタカナの長い名前をひたすら覚えなければならない科目だと思っている人もいるかもしれない。しかし、学問とし

ての世界史は、暗記するものではなく、史料に基づいて組み立てる、創造的なものである。本講義では、近代以降の世界史の大

きな流れを構造的に理解することを目指す。具体的には、18 世紀後半から現代にいたる、ユーラシア大陸を中心とした歴史につ

いて、各回ごとに、特定のトピックを選んで解説する。アナール派の社会史や言語論的転回、グローバル・ヒストリーといった、歴

史学の理論や分析方法についても触れる予定である。 

 

This lecture examines a specific topic after the second half of the 18th century concerning mainly the Eurasian continent in 

each class. In addition to that, theoretical aspects in the historical study, such as “Annales school”, “Linguistic turn”, and “the 

global history” will be explained at the end of this lecture.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：グローバル・ヒストリーと「西洋の衝撃」 

2. 19 世紀ヨーロッパ世界の躍進 

3. アジア諸帝国と「西洋の衝撃」 

4. 第一次世界大戦後の世界：帝国から国民国家の時代へ 

5. 社会主義革命とソ連邦の成立 

6. 戦間期の世界：新たな秩序と大恐慌 

7. 第二次世界大戦：その原因と結果 

8. 冷戦時代：世界の二極化と核の脅威 

9. 20 世紀の中国 

10. アジア・アフリカにおける植民地の独立 

11. キューバ危機とヴェトナム戦争 

12. 冷戦体制の終焉とソ連解体 

13. 歴史理論と世界史 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容の理解が難しい受講者は、授業中に指示する参考文献を読んで復習することが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内に指定した提出物(30%) 

第二回目の授業以降、7 回以上提出物を出していない場合は単位修得不可。<BR>【変更前】レポート試験 70％, 平常点(リアク

ションペーパー)30％ 第二回目の授業以降、7 回以上リアクションペーパーを出していない場合は単位修得不可。<BR>【変更

前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業態度 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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毎回授業で関連する参考文献を指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL224／日本史概論 １ 

(Introduction to Japanese History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高木 徳郎(TAKAGI TOKURO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史学は、過去に生きた人々が生み出し、今に伝えた様々な史料・資料を読み解き、その意味するところをできる限り多様な視

点で解釈することを基本とする学問である。また、それによって現代社会の矛盾を解き明かし、未来への指針とすることで、社会

的な役割を果たそうとする学問でもある。本授業では、具体的な史料・資料に基づいて、物事を歴史的・論理的に理解する思考

法を修得するとともに、現代社会の様々な事象を、歴史的な文脈の中でとらえる幅広い視野を養うことを目標とする。 

 

History studies is an academic field based on reading and interpreting various historical materials and works created by people 

in the past and handed down to the present, and on interpreting the meaning of these from as many perspectives as possible. It 

is also an academic field that elucidates the contradictions within modern society and puts forth guiding principles for the 

future, to fulfill a social role. In this class, students will learn methods of thinking for a historical and logical understanding of 

things based on specific historical materials and works, and will also cultivate a broad perspective for understanding various 

phenomena in contemporary society within a historical context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本列島の古代～近世に及ぶ歴史の展開を、主に東アジア世界の変動や、気候変動を中心とする環境の変化との関係などの

新しい視点から読み解いていく。授業ではできる限り多様な文献史料、絵画資料や考古資料といった非文献史料を紹介しつつ、

それらをできる限り精密に解読・解釈する方法を提示していきたい。 

 

The course will interpret the development of ancient to early modern history on the Japanese archipelago from a new 

perspective, mainly that of changes in the East Asian world and their relationship to environmental changes, particularly climate 

change. The class will introduce as many historical materials as possible, including literary sources and non-literary sources 

such as pictorial and archeological materials, and will present methods for deciphering and interpreting these as precisely as 

possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 歴史学という学問 

2. 日本列島の歴史と環境 

3. 「日本」の範囲 

4. 「日本人」の範囲 

5. 時間と時代の区分 

6. 史料と資料 

7. 王・天皇と中世の「国家」  

8. 貴族と官人 

9. 信仰と寺社勢力 

10. 武士とその職能 

11. 都市と権力  

12. 村落と生業 

13. イエと女性 

14. 授業内試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間内で配付した資料（プリント）の見直し。とくに文献史料は声に出して読み直し、その意味（現代語訳）を再確認しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で課す小レポートの内容(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業内で提出するリアクションペーパーの内容 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに使用しない。 
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参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL225／日本史概論 ２ 

(Introduction to Japanese History 2) 

担当者名 

（Instructor） 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

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） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代日本史に関する基礎知識を身につけ、歴史を研究する際の方法についての理解を深める。 

 

The aims of this course are to help students acquire the basic knowledge and the historical method of learning about modern 

Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業前半は、近代国家形成期から戦後改革期までを中心に論じつつ、主にジェンダーの視点から歴史を考察することの意義を

考える。後半は戦後史を概説する。主に社会経済史的視点から、戦後復興期～1990 年代を中心に論じつつ、2000 年代以降の

変化を展望する。 

 

The first half of the course will focus on the period from the formation of modern Japan to the postwar reform, and the 

significance of considering history mainly from a gender perspective. The latter half of it will outline postwar history, mainly from 

the socio-economic historical point of view. It will focus on the period between the postwar reform and the 1990s, and also 

highlight changes since the 2000s to the present day. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（担当：小野沢） 

2. 近代国家の形成とジェンダー （１）（担当：小野沢） 

3. 近代国家の形成とジェンダー （２）（担当：小野沢） 

4. 第一次世界大戦後の社会と女性運動（担当：小野沢） 

5. 第一次世界大戦後の社会とジェンダー（担当：小野沢） 

6. 戦時体制と「母性」（担当：小野沢） 

7. 戦後改革とジェンダー/戦後史を学ぶ視点（担当：小野沢・沼尻） 

8. 戦後復興期の社会と国家ーー戦後改革の歴史的意義とは？（担当：沼尻） 

9. 高度経済成長期の社会と国家ーー何が変化し何が変化しなかったのか？（担当：沼尻） 

10. 1970 年代における社会と国家ーーオイルショック後の日本とは？（担当：沼尻） 

11. 1980 年代における社会と国家の変容ーー消費社会化の進展と生活変化（担当：沼尻） 

12. 1990 年代の画期性ーーグローバリゼーションと長期不況（担当：沼尻） 

13. 2000 年代以降への展望ーー日本はさらに大きく変化した（担当：沼尻） 

14. まとめ・理解度の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL226／超域文化学概論 

(Introduction to Interdisciplinary Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

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） 
ART1600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

超域文化学専修を構成する専任教員がそれぞれ 2～3 回ずつ担当して、各自の専門領域を紹介する。受講生が専門を選択して

いく上で必要な基礎的な考え方や方法論の習得を目指す。また、超域文化学専修に進まない学生にとっても、超域的な学問研

究の進め方に触れることで、自らの立場や考え方を相対的に鳥瞰できるようにする。 

 

The full-time faculty members who make up the course in transdisciplinary culture studies will take charge of classes 2 to 3 

times each and will introduce their own domains of specialization. The aim is for students to learn the fundamental ways of 

thinking and methodologies necessary for selecting their own specializations. In addition, even students who will not advance to 

transdisciplinary culture studies will become able to take a relatively high-level view of their own standpoints and ways of 

thinking by experiencing how to proceed with transdisciplinary academic research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生業に関する文化、衣食住などの物質文化、親族や宗教でつながる人間集団の文化などを、地域や環境との関連から解明す

る。担当教員がそれぞれのフィールドで行ってきた研究をもとに話題を提供し、超域文化学を構成するそれぞれの専門分野の基

礎について講義する。 

 

The class will draw on the relationships between regions and their environments to elucidate cultures, including culture related 

to livelihoods, material culture such as food, clothing, and shelter, and culture of human groups connected by kin and religion. 

Faculty members in charge will provide topics based on research conducted in their respective fields, and will perform lectures 

on the basics of their fields of specialization that are part of transdisciplinary culture studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 超域文化学専修での学び―文化と人間―（野中） 

2. 物質文化と生業活動（野中） 

3. 環境認識と文化（野中）  

4. 環境と建築文化（山下） 

5. 共生の都市史（山下） 

6. 建築空間と宗教（山下） 

7. フォークロアとはなにか（市田） 

8. 妖怪から見る日本社会（市田） 

9. 多文化社会アメリカの新保守主義（松原）  

10. 民俗宗教から見る日本社会（市田） 

11. 多文化社会アメリカのジェンダー・セクシュアリティ（松原） 

12. 多文化社会アメリカの人種関係史（松原） 

13. 親族・結婚と文化（橋本） 

14. 呪術とモダニティ（橋本） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の小テスト（５回）(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する場合がある。 
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参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL227／教育制度・政策論 

(Educational Institutions and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
これからの「開かれた学校づくり」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
日永 龍彦(HINAGA TATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の教育制度・政策とその背景を理解し，実際の制度や政策提言を批判的に検討ができるようになることを目標とする。 

 

The objective is to understand recent educational systems and policies, along with the backgrounds to these, and to become 

able to critically consider actual systems and policy recommendations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，最近の教育制度の改革動向や政策を学び，学校教育が抱える課題の解決策を受講者が協力しながら考えてい

く。そのため，講義だけでなく発表や受講者どうしの意見交換の機会を積極的に設けていく。 

 

In this class, course takers will learn about the latest trends in education system reform and policies, and will cooperate as they 

think about solutions to the problems facing school education. For that reason, the course will not only conduct lectures but will 

also actively create opportunities for presentations and exchanges of ideas among course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション 

・日本にはどんな学校があるのか？  

2. ・日本と欧米における学校教育体系の変遷とその課題 

3. ・数字から見る日本の教育の現状（グループワーク） 

4. ・教育を受ける権利・学習する権利(1)  

5. ・教育を受ける権利・学習する権利(2)  

6. ・ミニレポートの検討会(1) （グループワーク） 

・ポスター発表に向けてのオリエンテーション 

7. ・「開かれた学校づくり」に関する政策動向 

・学校運営への保護者・地域の参加 (参加・選択の制度と歴史) 

8. ・コミュニティ・スクールと社会に開かれた教育課程づくり 

・学校教育への保護者・地域の参加（総合的な学習・授業支援） 

9. ・ミニレポートの検討会(2) （グループワーク） 

10. ・「チーム学校」と開かれた学校づくり 

11. ・教職員の働き方改革と開かれた学校づくり 

12. ・発表内容（構成・概要）を検討する（グループワーク）  

13. 学習成果に関する発表・討論（ポスターツアー）(1) 

14. 学習成果に関する発表・討論（ポスターツアー）(2) 

・学習成果に関する振り返り(1) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習に関する指示は授業中および Blackboard 上で履修者に対して行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ミニレポート（２回）(20%)/ポスター発表内容・方法(20%)/準備学習への取り組み状況(10%)/グル

ープワークや討論への参加状況(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず，必要に応じて配付資料等を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 勝田 守一,中内 敏夫、1964、『日本の学校(岩波新書)』、岩波書店 

2. M．フリードマン、1980、『選択の自由』、日本経済新聞社 
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3. 志水宏吉、2005、『学力を育てる (岩波新書）』、岩波書店 

4. A.O.ハーシュマン、2005、『離脱・発言・忠誠』、ミネルヴァ書房 

5. 東京大学学校教育高度化センター、2009、『基礎学力を問う: 21 世紀日本の教育への展望』、東京大学出版会 

6. 山内乾史, 原 清治、2010、『論集 日本の学力問題（上・下）』、日本図書センター 

7. 小川正人著、2019、『日本社会の変動と教育政策ー 新学力・子どもの貧困・働き方改革 』、左右社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時間外の準備学習として大学図書館での文献検索を求めるので，本学のディスカバリーサービス「READ」を使えるようにな

っておくこと。 

・グループワークを４回、学習成果に関する発表・討論としてポスターツアーを行います。 

・準備学習をすることは各グループワークに参加する上で不可欠です。できていない場合，グループワークに参加できない場合

があります。 

・各種提出物や各回の振り返りの提出先など、Blackboard をできるだけ活用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL228／家庭教育論 

(Family Education) 

担当者名 

（Instructor） 
嶽本 新奈(TAKEMOTO NIINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

家庭教育に関する歴史的な知識を体系的に習得し、現代における家庭教育・子育て支援の現状を把握し、今後の具体的なあり

方を自ら考えられるようになる。 

 

 

By systematically acquiring historical knowledge about home education, students will be able to grasp the current state of home 

education and child care support, and they will be able to think about their own concrete future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「家庭教育」を考えるうえで前提となる「家」や近代家族の成り立ちを学びながら、「家庭教育」に関連する法律や政策の変遷を歴

史的に概観する。またそうした施策の思想的背景も理解していくために、性別役割分業観や女性のライフスタイル像がどのように

描かれてきたのかも取り上げる。最終的に現代における家族や家庭教育の諸問題を考えていく。 

 

In this course, we will have a historical overview of the changes in laws and policies concerned with “home education" by 

learning about the structure of the "home education" and modern families, which are prerequisites for considering the "home 

education." In addition, in order to understand the ideological background of these policies, we will also look at how gender roles 

and the lifestyles of women have been depicted. Finally, we will consider various problems of family and home education in the 

present age. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の概要と進め方 

2. 近代家族の成り立ち：近代国家と家庭 

3. 社会教育における生活改善運動：良妻賢母論 

4. 家庭教育振興政策の動向（１）：1930 年代以降 

5. 家庭教育振興政策の動向（２）：1940 年代以降 

6. 日本国憲法と 1947 年教育基本法：学校教育・社会教育・家庭教育 

7. 社会教育施策における家庭教育事業：女性のライフスタイル 

8. 1990 年代の性別役割分業観の変化とその背景 

9. 家庭教育における格差の問題 

10. 現代日本の家庭教育関係施策（１）：2006 年教育基本法改定とその背景 

11. 現代日本の家庭教育関係施策（２）：家庭教育支援法案とその背景 

12. 現代日本の家庭教育関係施策（３）：家庭教育言説から捉える家族像 

13. 今後の家庭教育・子育て支援の在り方 

14. まとめとふりかえり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で示した参考文献等は授業時間外で読んでおくこと。日々の生活の中で家庭教育に関連するニュース等に注意を払って

おくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー兼授業内容の設問(70%)/学期中に課す課題 2 回(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜参考文献の紹介や資料を配布する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL229／教育と福祉 

(Education and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉と障害を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
金 在根(KIM JAEKEUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※対象：文学部生および「社会教育主事課程」登録者のみ 

それ以外の学生は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

福祉とは、障害者や高齢者など特定の人への恩恵や思いやりではなく、社会的弱者の権利を保障しつつ、社会構成員全体の生

に影響を与える理念及びシステムであることを理解する。また、障害の多様性を理解しつつ、障害を見る視点を既存の医学モデ

ルから社会モデルに変えることで、障害に対する考え方が変わることができる。 

 

We understand that welfare is not a benefit or compassion for a specific person such as a disabled person or an elderly person, 

but a philosophy and system that guarantees the rights of the socially vulnerable and influences the lives of all members of 

society. Also, by understanding the diversity of disabilities and changing the viewpoint of viewing disabilities from existing the 

medical model to the social model, the way of thinking about disabilities can be changed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

福祉と障害は、自分とは関係のないものと考えてしまいがちですが、実は、私たちの生活においてとても身近なものです。福祉と

障害を正しく理解したうえで今の教育や社会を見ると、今まで見えなかった問題が見えるようになると考えます。身近な事例や視

聴覚資料を使いつつ、皆さんと一緒に考えながら授業を進めていきたいです。  

 

We tend to think that welfare and disability are unrelated to ourselves, but in fact, they are very familiar in our lives. If we look 

at current education and society after understanding welfare and disability correctly, we will be able to see problems that we 

have never seen before. I would like to proceed with the class while thinking with everyone using familiar examples and 

audiovisual materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会福祉とは何か 

3. 社会福祉の歴史 

4. ソーシャルワークについて学ぶ 

5. 教育と福祉をめぐる課題（貧困子ども支援の実践） 

6. 障害とは何か 

7. 身近な問題としての障害 

8. 障害と向き合う 

9. 障害者の生活実態（身体障害者編） 

10. 障害者の生活実態（知的障害者編） 

11. 障害者の生活実態（発達障害者編） 

12. 障害者の生活実態（精神障害者編） 

13. 授業のまとめ 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習の仕方については、必要に応じて授業時に指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業レジュメは授業前にブラックボードにアップロードする。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 星加良司、2007、『障害とは何か――ディスアビリティの社会理論に向けて』  』、生活書院 

2. 『社会福祉学習双書』編集委員会、2020、『社会福祉学習双書 2020 障害者福祉論』、全国社会福祉協議会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL230／教育と宗教 

(Education and Religion) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育における「宗教」の扱われ方を把握し，今後の宗教教育に関する課題を考察する。 

 

The course will view how "religion" is treated in internal and external education, and will consider issues concerning religious 

education in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の教育現場において「宗教」が取り上げられる機会は一部の宗教系学校以外においてはまずない。だが，「宗教」に関する

知識や情報は生活において重要なものであろう。内外の教育における「宗教」の扱われ方の歴史・現状を把握したうえで，それに

ともなう問題や課題について考察していく。 

 

With the exception of some religious-affiliated schools, there is almost no opportunity in Japan's education to take up the topic 

of religion. However, knowledge and information concerning religion is important in life. After understanding the history and the 

current status of how religion is handled in internal and external education, the course will consider the problems and issues 

involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 日本宗教教育史１ 

3. 日本宗教教育史２ 

4. キリスト教系学校の歴史１ 

5. キリスト教系学校の歴史２ 

6. キリスト教系学校の現状 

7. その他の宗教系学校の歴史 

8. その他の宗教系学校の現状 

9. 教育法制と宗教 

10. 諸外国の教育と宗教１ 

11. 諸外国の教育と宗教２ 

12. 諸外国の教育と宗教３ 

13. 諸外国の教育と宗教４ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間内に Blakboard で複数回行う小テスト(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 國學院大學日本文化研究所、1997、『宗教と教育』、弘文堂 

2. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

3. 国際宗教研究所、2007、『現代宗教 2007』 』、秋山書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 
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注意事項（Notice） 
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■AL231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL231／ドイツ語圏文化概論 １ 

(Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1) 

担当者名 

（Instructor） 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語の歴史と現在に関する基礎知識を学び，今後４年間の勉学全てに共通する重要不可欠な基礎知

識を習得する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the history and the present state of literature, culture, and language in the 

German-speaking sphere, and will acquire indispensable fundamental knowledge that will apply to all studies over the next 4 

years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

狭い意味でのドイツ（現在のドイツ連邦共和国）に限らず，歴史的にドイツ語圏といえる地域について，その言語，文学，文化を近

代初期から現代に至るまで，広く講義する。その中で，若干のトピックを選んで掘り下げるとともに，分析や説明のためのさまざま

な視点を紹介する。前半は前田が，後半は古矢が担当。 

 

In addition to Germany in the narrow sense (i.e., the current Federal Republic of Germany), the lectures will broadly cover the 

language, literature, and culture in regions that have historically constituted the German-speaking sphere, from the start of 

modernity to the present age. Within this, the course will select and delve into a number of topics, introducing various 

perspectives for analysis and explanation. The classes will be led by Maeda in the first half and Furuya in the second half. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意  

ドイツ語圏（１） 

2. ドイツ語圏（２） 

3. 冷戦 

4. 過去の克服 

5. 移民・外国人 

6. 再統一 

7. 小テスト１（前田担当部分） 

8. ドイツの「近代」 

9. 第一次世界大戦とドイツ 

10. ヴァイマル共和国の光と影 

11. ナチスの台頭と反ユダヤ主義 

12. ユダヤ人迫害とホロコースト 

13. 第二次世界大戦とドイツ 

14. 小テスト２（古矢担当部分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する授業の資料（ハンドアウト）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/出席および受講態度(30%)/テスト(35%) 

前後半合わせて欠席３回で成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 

2. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 

3. 新野守広他、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 

 

参考文献（Readings） 

1. 手塚富雄・神品芳夫、『ドイツ文学案内』、岩波書店 

2. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (ISBN:978-4-88303-344-7) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL232／ドイツ語圏文化概論 ２ 

(Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2) 

担当者名 

（Instructor） 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

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） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語の歴史と現在に関する基礎知識を学び，今後４年間の勉学全てに共通する重要不可欠な基礎知

識を習得する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the history and the present state of literature, culture, and language in the 

German-speaking sphere, and will acquire indispensable fundamental knowledge that will apply to all studies over the next 4 

years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

狭い意味でのドイツ（現在のドイツ連邦共和国）に限らず，歴史的にドイツ語圏といえる地域について，その言語，文学，文化を近

代初期から現代に至るまで，広く講義する。その中で，若干のトピックを選んで掘り下げるとともに，分析や説明のためのさまざま

な視点を紹介する。前半は井出が，後半は坂本が担当。 

 

In addition to Germany in the narrow sense (i.e., the current Federal Republic of Germany), the lectures will broadly cover the 

language, literature, and culture in regions that have historically constituted the German-speaking sphere, from the start of 

modernity to the present age. Within this, the course will select and delve into a number of topics, introducing various 

perspectives for analysis and explanation. The classes will be led by Ide in the first half and Sakamoto in the second half. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意： 

初期ドイツ語時代（-1050）１ 

2. 初期ドイツ語時代（-1050）２ 

3. 中世ドイツ語時代（1050-1350）１ 

4. 中世ドイツ語時代（1050-1350）２ 

5. 初期新高ドイツ語時代（1350-1650）１ 

6. 初期新高ドイツ語時代（1350-1650）２ 

7. 小テスト１（井出担当部分） 

8. バロック期の文化１ 

9. バロック期の文化２  

10. 啓蒙主義時代の文化１  

11. 啓蒙主義時代の文化２  

12. ロマン主義の文化１  

13. ロマン主義の文化２  

14. 小テスト２（坂本担当部分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する授業の資料（ハンドアウト）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/出席および受講態度(30%)/テスト(35%) 

前後半合わせて欠席３回で成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 

2. 新野守広他、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 

3. 須沢／井出、『ドイツ語史』、郁文堂 

 

参考文献（Readings） 

1. 手塚富雄・神品芳夫、『ドイツ文学案内』、岩波書店 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL233／日本文学概論 

(Introduction to Japanese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代小説と近代詩の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

日本文学専修 3,4 年次、文芸思想専修 3,4 年次生のみ登録可。（その他の学生は抽選

登録） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代文学に関する基礎的な知識を修得する。近代小説だけでなく近代詩を扱い、読解と批評の観点を学ぶ。 

 

Students will acquire fundamental knowledge concerning Japanese modern literature. The course will cover not only modern 

novels but also modern poetry, equipping students with critical perspectives and methods for comprehension. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業のねらいは 2 つある。1つは、近代文学の成立と展開に関する基礎的な知識を共有すること。もう 1 つは、文学史の傍流

に位置づけられている詩のジャンルを並行して学び、文学史を問い直すことである。近代文学の成立期から昭和戦前期にかけて

の社会動向と文学事象を確認しつつ、小説と詩の具体的な作品の読解を通じて現代にも通ずるさまざまな問題を考えたい。 

 

The class has two aims. One aim is to share fundamental knowledge about the formation and development of modern literature. 

The other aim is to also learn about genres of poetry that have been sidelined in literary history, and to reconsider literary 

history. The course will investigate social movements and literary events from the beginning of modern literature to the pre-war 

Showa period, while considering various issues through comprehension of specific novels and poems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 言文一致と近代小説の成立（二葉亭四迷など） 

3. 近代詩の成立（新体詩） 

4. 抒情詩の時代（北村透谷など） 

5. 日露戦争後の都市空間と「自然」（田山花袋など） 

6. 象徴主義（北原白秋など） 

7. 口語自由詩の登場（川路柳虹、高村光太郎など） 

8. 詩的近代のはじまり（萩原朔太郎など） 

9. 江戸✕西欧のデカダンス（谷崎潤一郎など） 

10. 小説は「まこと」を語れるか（芥川龍之介など） 

11. DADA、アヴァンギャルド（高橋新吉、村山知義、萩原恭次郎など） 

12. 1930 年代の抒情詩（中原中也など） 

13. 文学の〈笑い〉（坂口安吾など） 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始前：二葉亭四迷『浮雲』を通読した上で参加する。文庫や全集など、テキストは何でもよい。 

授業開始後：授業で扱うテキストについては、基本的にコピーを配布または Blackboard にアップする。授業時間外に精読してくる

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(60%)/授業内に指示した提出物および小テスト(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席兼コメントペーパーの内容 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

本授業は講義形式を中心とするが、受講者には授業内容の理解度や作品に対する解釈をリアクションペーパーに記述する演習

を行う。積極的な受講態度を期待する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 



 - 869 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｂ 

(Information Processing 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文書作成入門講座 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

MS Wordを使い文書作成の基本操作を習得します。 

 

Students will learn the basics of creating documents using MS Word. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文書作成のソフト MS Wordの基本操作を演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Students will learn the basics of the document creation software MS Word through exercises, along with methods for using it 

efficiently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文書の作成と管理 

3. 一般的なビジネス文書の作成 

4. シンプルなレポートや報告書の作成 

5. 複数の宛先に送付する文書の作成 

6. 表で項目や数値を整理した文書の作成 

7. イラストや図形を使ったビジュアルな文書の作成 

8. 図やグラフで情報を伝える文書の作成 

9. 既存のデータを利用した文書の作成 

10. 読みやすいレイアウトの長文の作成 

11. 効率のよい長文の作成 

12. 長文の編集と加工 

13. 共同作業と文書の保護 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2015、『情報利活用ワープロ Word2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9700-8C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｂ 

(Information Processing 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表計算入門講座 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

MS Excel を使い表計算の基本操作を習得します。 

 

Students will learn the basics of spreadsheets using MS Excel. 

 

授業の内容（Course Contents） 

表計算のソフト MS Excel の基本操作を演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Students will learn the basics of the spreadsheet software MS Excel through exercises, along with methods for using it 

efficiently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 表計算の基本操作 

3. 表を見やすく使いやすくする編集操作 

4. 数式・関数を活用した集計表の作成 

5. 表示形式や関数を活用した表の作成 

6. 定型の表を作成する操作 

7. グラフの基本 

8. 目的に応じたグラフの作成と編集 

9. データベース機能の利用 

10. データの抽出 

11. 条件を指定した集計・分析 

12. ワークシート間の集計 

13. 集計作業の自動化 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2015、『情報利活用表計算 Excel2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9701-5C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｃ 

(Information Processing 3c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料の作成 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

◆◆◆本授業は受講制限があります。詳細は「その他」で確認すること◆◆◆ 

 

PowerPointによるプレゼンテーション用資料の作成を通じて，PC プレゼンテーションの特徴と情報処理の基礎的な知識や技能

を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and skills for PC presentations and information processing by creating 

presentation materials using PowerPoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

口頭のプレゼンで利用する提示資料(スライド)作成を通して PowerPointの操作方法について実習する。 

スライド作成を通して項目の整理や視覚化，スライドの提示方法など PC プレゼンテーションで考慮すべき点についてもふれてい

く。 

実習形式の授業となるため、毎回 PowerPointを操作しながら受講する必要がある。 

 

Students will gain practical training in using PowerPoint by creating presentation materials (slides) to be used in oral 

presentations. 

The course will also touch on points to be considered in PC presentations, such as how to arrange and visualize items through 

slide creation, and how to present slides. 

In order to implement the course in practical exercise format, it is necessary to take the course while operating PowerPoint 

every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. PowerPointの概要と文字入力および書式とテーマの変更 

2. スライドの基本操作と箇条書き記号やプレースホルダの書式変更 

3. PowerPointを利用した表およびグラフの作成 

4. SmartArtを利用した箇条書きの図解 

5. 画像の挿入及びインターネット上の画像利用と著作権 

6. 図形の挿入と書式指定，テキストの入力 

7. オブジェクトウィンドウの利用と複数図形の配置整理，グループ化 

8. 動作設定ボタンの利用と動画の挿入 

9. スライドデザインの詳細指定と印刷 

10. 画面切り替えとアニメーション一括設定 

11. 個別のアニメーション設定とタイミング指定 

12. スライドショーの操作とリハーサル 

13. PC プレゼンテーションの長所と短所、提示資料と配布資料の相違点 

14. 最終課題・授業全体の内容をふまえたプレゼンテーション作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表等で PowerPointを使用する機会は多いと思います。 

授業で触れるテクニックはどのように発表への応用が可能か考えること。 

応用に関して質問があれば上記授業内容から外れる事柄であっても自由に申し出てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示する提出物(80%)/最終授業時に提出する課題(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 
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テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業内で資料を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回課題を Blackboard より提出する。 

説明には視覚資料（投影した PowerPoint画面）を中心に用いるが板書も併用する。 

 

今期はオンラインで授業を実施するので、受講生は自宅内で PowerPointを操作する必要があります。 

そのため自宅の Microsoft Office の PowerPointがインストールされた PC があること、さらに授業時間内はインストールされた

PC を占有して操作できる学生を受講対象とします。 

 

授業では Windows 版の PowerPoint2016に関する資料を配布して操作を説明しますが、自宅で操作する PowerPointのバージョ

ンは 2016 以外に PowerPoint2013、PowerPoint2019、Office365でも構いません。 

バージョンが異なると操作性などに多少の違いがでますが、その点に関する質問には対応します。 

 

ただし Office2010 以前のバージョンや WPS Office、Office Suitのような互換性があるが Microsoft Office とは別のアプリケーシ

ョン、Office Online のような簡易版のアプリケーションでは授業で扱う機能を備えていない可能性があるため、これらを操作して

の受講は認めません。 

仮に受講しても評価の対象となりません。 

操作予定の PC で操作可能なプレゼンテーションアプリは何か、事前に確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｃ 

(Information Processing 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料作成上の留意点 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC プレゼンテーション作成をつうじて提示資料の表現について理解を深めるとともに，情報処理の基礎や技能を身につける。 

 

Through the creation of PC presentations, students will deepen their understanding of expression using presentation materials 

and will acquire basics and skills for information processing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を利用したプレゼンテーションにおいて「提示資料を構成する要素」と「受け手に与える印象」の関係について知ることで，他者

の前で情報を伝える口頭発表という形式の長所と短所及び「分かりやすさ」に影響する要因について考える。 

基本的に２週で１つのテーマを扱う。 

１週目は説明とテーマに留意したプレゼンテーション作成の実習，２週目は作成されたプレゼンテーションを実例にあげて具体的

に作成上の留意点を説明する。 

 

By learning about the relationship between the component elements of presentation materials and the impression made on the 

audience in a PC-based presentation, students will consider the advantages and disadvantages, and the intelligibility, of the oral 

presentation format for conveying information in front of others. 

In general, the course will cover one theme in two weeks. 

In the first week, students will practice creating a presentation with explanations and a theme in mind. In the second week, 

students will use the created presentations as examples to explain specific points of note in their creation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表の内容と展開の整理・説明要素のグループ化 

2. 講評・要素の抽出とグループの違いを強調する要素 

3. 箇条書きの図解・SmartArtの操作方法 

4. ボックス型の図形を利用したレベルの可視化 

5. 講評・項目レベルと図形のサイズ・配置・配色 

6. 矢印・線を利用した要素間の関係性強調 

7. 講評・関係性のパターン及び関係性の強弱と線の特徴 

8. 色による要素間の関係性強調とデザイン変更 

9. 講評・色の心理的効果とスライドの統一感，配色と見やすさの効果 

10. インターネット上の画像利用と著作権の確認およびクレジット表記 

11. 画像を利用した表現・内容に関する印象強化と項目の具体化 

12. 講評・直感的把握と理解の妨げとなる要因 

13. 効果的なアニメーションの利用 

14. 最終課題・「把握しやすい」プレゼンテーションの作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で取り上げるテーマについて，効率的な表現方法にはどのようなものが考えられるかを整理すること。 

パワーポイントでの表現に関する質問であれば授業の内容以外でも随時質問を受けつけます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指定する課題(75%)/最終課題(25%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講には Microsoft Office（または Power Point）が利用できる、または https://spirit.rikkyo.ac.jp/mc/pc/SitePages/buy.aspx で

大学から提供されている Officeをインストールし、授業時間に利用できる環境であることが必要。 

OSやバージョンの違いは問わないがモバイル版やクラウド版の場合一部の機能が利用できない可能性があるため推奨しない。

また互換ソフト（KeyNote、WPSoffice 等)の利用も避けること。 

 

【変更前】実習形式で授業を行い、毎回 Blackboard を使用して課題を提出する。 

PowerPointによる視覚資料を利用した説明を中心とするが板書も併用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｄ 

(Information Processing 3d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報機器の基本操作 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本ソフト（Word, Excel, PowerPoint）を用いたプレゼンテーション資料の作成等を通して、情報処理の基本的な知識と技能を修

得することを目標とします。 

 

The objective is for students to acquire fundamental knowledge and skills in information processing through the creation, etc. of 

presentation materials using basic software (Word, Excel, and PowerPoint). 

 

授業の内容（Course Contents） 

レポート作成・プレゼン・データ分析ができるよう、Wordを用いた書類作成、PowerPointの活用法、Excel によるデータ処理の方

法等について学習します。 

 

In addition, students will learn to write reports, make presentations, and analyze data using Microsoft Word for document 

creation, PowerPoint, and Excel for data analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. PowerPointの基礎：機能の確認 

3. PowerPointの活用 1：画像・図表の挿入とアニメーション 

4. PowerPointの活用 2：スライドマスター 

5. Wordの基礎：機能の確認 

6. Wordの活用 1：ページレイアウト 

7. Wordの活用 2：文書の編集 

8. Wordの活用 3：図表の挿入とアウトライン 

9. Excel の基礎：機能の確認 

10. Excel の活用 1：データ入力と編集 

11. Excel の活用 2：グラフ作成 

12. Excel の活用 3：関数 

13. Excel を用いたデータ処理方法：ピボットテーブル 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とします。 

理解を深めるため必要に応じて実習を行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用します。 
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注意事項（Notice） 
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■AL256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｄ 

(Information Processing 4d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理（データ収集から分析加工そして発信） 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本ソフト（Word, Excel, PowerPoint）を用いて私たちの身の回りにあるデータを収集・分析加工し、情報として発信できるようにな

ることを目標とします。 

 

The objective is for students to become able to collect, analyze, and process the data around them using basic software (Word, 

Excel, and PowerPoint), and communicate this as information. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Word, Excel, PowerPoint の操作確認と各種データベースを用いたデータの収集、可視化の方法を学習し、プレゼンテーションの

際に必要となる効果的な資料を作成します。 

 

Students will confirm how to use Word, Excel, and PowerPoint, will learn methods for collection and visualization of data using 

databases, and will create effective materials necessary for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. PowerPoint：操作方法の確認 

3. PowerPointを用いた資料作成 

4. Word：操作方法の確認 

5. Wordを用いた資料作成 

6. Excel：操作方法の確認 

7. Excel を用いたデータ処理（関数・ピボットテーブル） 

8. データの収集方法 

9. データのパターンを読む（クロスデータ・時系列データ） 

10. データの可視化（効果的なグラフの作成） 

11. データの可視化（プロット・マッピング） 

12. 総合演習 1 

13. 総合演習 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とします。 

理解を深めるため必要に応じて演習を行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用します。 
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注意事項（Notice） 
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■AL351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL351／ヘブライ語 １ 

(Hebrew 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書ヘブライ語 初級 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖書ヘブライ語の基礎を学ぶ。ヘブライ文字に親しみ、旧約聖書原典の「素読」技術の体得を目標のひとつとする。また、初級文

法の基礎を習得する。 

 

We will learn the basics of Biblical Hebrew. As the first stage of the learning, this course is intended to get familiar with Hebrew 

characters and texts by reading them aloud. The basic grammar will be learned quickly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級文法を学びながら、できるだけ多く旧約聖書の原典に触れる機会をもつ。宿題、課題提出を随時課す。学期前半は音読、文

字の習得を重視したい。後半は、現代のイスラエルで生活語として用いられている現代ヘブライ語も文法学習の手がかりとして利

用する。 

 

The course will give students as much opportunity as possible to read actual texts of Hebrew Bible, while learning introductory 

grammar. Homework will be assigned as appropriate. The first half of the course will emphasize reading aloud and learning 

characters. The second half will also use modern Hebrew, a living language used in modern Israel, as an aid to grammar learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音（１） 

2. 文字と発音（２） 

3. 名詞と形容詞、冠詞 

4. 所有、関係詞、接尾代名詞（１）、前置詞、セゴール名詞 

5. 動詞完了形（１）、名詞双数形、分詞 

6. スミフート（１）、接尾代名詞（２） 

7. スミフート（２）、数詞 

8. 動詞完了形（２）、所有接尾代名詞、状態動詞 

9. 動詞完了形（３）、喉音動詞 

10. 動詞完了形（４）、動詞のバリエーション（ビニヤン） 

11. 動詞未完了形（１） 

12. 動詞未完了形（２） 

13. 命令形、不定詞 

14. 期末のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎回、宿題を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中に２回行う小テスト(80%)/提出物や課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法 改訂版』、青山社 (ISBN:978-4-88359-320-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. C. L. Seow. 1995. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised edition.. Abingdon Press (ISBN:978-1426789076) 

2. 山田恵子、2013、『現代ヘブライ語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08640-7) 

3. 山田恵子、2012、『古典ヘブライ語』、白水社 (9784560086070200) 

4. 谷内意咲、2017、『今日からわかる聖書ヘブライ語 : 聖書対訳シリーズの手引き』、ミルトス (99784895860499) 

5. ハインツ・クルーゼ、2016、『旧約聖書ヘブライ語文法書 : 旧約聖書を読むために』、キリスト新聞社 (ISBN:9784873957005) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL352／ヘブライ語 ２ 

(Hebrew 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書ヘブライ語 初級２ 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級文法の学習を終わらせ、独力で辞書を引く方法を学び、実際の聖書テクストを読む技術を習得する。 

 

We will complete the basic grammar of Biblical Hebrew, and learn skills for using dictionaries to read actual Biblical texts in 

Hebrew. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「ヘブライ語１」の履修を前提とし、完全な初学者は対象としない。引き続き初級文法を学びながら、できるだけ多く旧約

聖書の原典に触れる機会をもつ。随時、宿題・課題の提出などを課す。既習の文法事項の復習も行いながら、辞書を引くテクニッ

クを学び、少しずつ経験を積んでいくことで上達を目指す。現代のイスラエルで用いられている日常語としてのヘブライ語との関

係も紹介し、簡単な実用語なども学んでいく。 

 

The course is the second stage of Basic Biblical Hebrew, not intended for complete beginners. Students are required to have 

taken the first stage course "Hebrew 1" of the spring semester. The course will give students as much opportunity as possible 

to read actual texts of Hebrew Bible, while learning the basics of the grammar. Homework will be assigned as appropriate. While 

reviewing grammar points that have already been learned, students will learn skills for using dictionaries, and will improve by 

gradually building up experience. This course will also introduce some topics of modern Hebrew used as a daily language in 

modern Israel, and will teach its simple, practical phrases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. wayyiqtol 形、Weqatal 形 

3. 不定詞（１）、受動分詞 

4. 不定詞（２）、命令形、願望形、否定辞 

5. ピエル動詞（１）、存在と所有の表現 

6. ピエル動詞（２） 

7. 独立不定詞 

8. ヒフイル動詞（１）、動詞と接尾代名詞 

9. ヒフイル動詞（２）、ホフアル動詞 

10. ニフアル動詞（１） 

11. ニフアル動詞（２） 

12. 重子音語根の動詞 

13. ヒトパエル動詞、条件文 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎回宿題を課す。 

 

辞書の引き方を学んだ後は、図書館での予習など準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中に２回行う小テスト(80%)/提出物・課題など(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法』、青山社 (ISBN:9784883593200) 

 

参考文献（Readings） 

1. C.L.Seow. 1987. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised edition.. Abingdon Press (ISBN:978-1426789076) 
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2. 山田恵子、2013、『現代ヘブライ語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08640-7) 

3. 山田恵子、2012、『古典ヘブライ語』、白水社 (ISBN:9784560086070) 

4. 谷口意咲、2017、『今日からわかる聖書ヘブライ語 : 聖書対訳シリーズの手引き』、ミルトス (99784895860499) 

5. ハインツ・クルーゼ、2016、『旧約聖書ヘブライ語文法書 : 旧約聖書を読むために』、キリスト新聞社 (ISBN:9784873957005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL353／ドイツ語文献講読 １ 

(Reading German Texts 1) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 大樹(SOMA DAIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1 年次に学んだ文法事項をもとに、テキスト読解能力の向上を目指します。   

 

The course aims to improve students' text comprehension abilities, based on the grammatical points learned in the first year.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業で配布するテキストを和訳し，ポイントを解説します。 

教科書や『ドイツ文法総まとめ』で文法事項を一緒に確認しながら進めます。   

 

Students will translate the texts distributed in class into Japanese and explain key points. 

They will proceed while confirming grammatical points, together with the textbook and the "German Grammar Summary."   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト 1 

3. テキスト 2 

4. テキスト 3 

5. テキスト 4 

6. テキスト 5 

7. テキスト 6 

8. テキスト 7 

9. テキスト 8 

10. テキスト 9 

11. テキスト 10 

12. テキスト 11 

13. テキスト 12 

14. まとめと復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習と復習は必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の課題提出(100%) 

6 回以上の課題提出が単位取得の最低条件（ただし病気等、正当な理由があって課題を提出できない場合は連絡のこと）<BR>

【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)40%, 宿題・小テスト 30%, 出席態度 30%） 正当な理由（病気や忌引き、交通機関

の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中尾悠爾・平尾浩三・朝倉功、2004 年、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:4-560-00492-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL354／ドイツ語文献講読 ２ 

(Reading German Texts 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の文化を題材にしたラジオ放送のテクストを通じて 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 大介(BABA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語の読解と聞き取りの能力を鍛える。 

 

You will improve your German skill in reading and listening. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. 事前に指定されたドイツ語のテクストを日本語に翻訳し、これを期日までに提出する。 

2. 授業時に、添削済みの課題を受け取り、その解説を聴く。 

3. 解説済みのテクストを正確に音読できるよう練習をする。 

4. 次の授業時に、そのテクストと解説に基づき、語彙・語法を確認するための小テストとディクテーション（聞き取ったドイツ語の

書き取り）が行われる。 

 

1. You must hand in your translation homework from German into Japanese every week. 

2. In class you get your homework I checked out and I explain you the grammatical points to understand the text. 

3. You read the text to exercise German pronunciation. 

4. In the next class you have a test and a dictation based on the text and the explanation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（最初の課題の提出期限も伝えるので、必ず出席すること）→発音レクチャー 

2. 発音テスト→テクストの解説→音読の練習 

3. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

4. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

5. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

6. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

7. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

8. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

9. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

10. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

11. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

12. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

13. 小テスト・ディクテーション→テクストの解説→音読の練習 

14. テクストの解説→お茶会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたドイツ語テクストの和訳課題を毎週確実に行うこと。また解説済みのテクストを使って、音読と聞き取りの練習を定期

的に行うこと。テクストの音声データは、Blackboard を通じて配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題の提出状況(50%)/小テスト・ディクテーション(30%)/授業時の音読(20%) 

1.  3 回目の欠席を以って、単位取得不可となる。2. 授業のはじめに行われる小テストを受けなければ、欠席扱いとなる。3. 期

限を過ぎた課題の提出は、原則受付けない。4. 課題の出来が好ましくない場合、その再提出を行ってもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは初回の授業で配布する。辞書は毎回必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 井出万秀、Claudia Hamman、『Mit Takao und Jürgen durch Würzburg（専門コースへのドイツ語文法）』、朝日出版 
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2. 中島悠爾、平尾浩三、朝倉巧、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 

3. 『クラウン独和辞典』、三省堂 

4. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt 

紙辞書の購入を強く推奨する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に行った連絡および解説は、Blackboard に掲載する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL355／フランス語文献講読 １ 

(Reading French Texts 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩と音楽と恋愛 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康寛(OGURA 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） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・フランス語の美しい言い回しを理解できるようになること。 

・フランス語のネット検索をできるようになること。 

・詩が、音楽や絵画などの諸芸術と幅広く関連していることを理解すること。 

・翻訳上の工夫を学ぶこと。 

・暗唱を通じて、フランス語の発音が適切にできるようになること。 

 

- Understand beautiful French language. 

- Being able to search the Internet in French. 

- Understand that poetry is widely associated with arts such as music and painting. 

- Learn translation ingenuity. 

- Pronounce French properly through recitation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 美しいフランス語というと、シャルル・ボードレールの作品を思い浮かべる人は多いでしょう。この授業は、短く、わかりやすく、歌

唱になっている彼の詩をとりあげます。 

 フランス語の解釈に入るまえに、まずは、ドビュッシー、フォーレ、デュパルクのクラシック歌曲をご一緒に聴きましょう。さらにポ

ップス、弾き語り、メジャーデビューしていないアマチュアの自作動画なども、インターネットで検索します。歌詞は同じなのに、な

ぜ、音楽はこんなに違うのか。あまりに豊かな、解釈の違いに驚きましょう。ボードレールに関連する絵画や彫刻も紹介します。 

 次に講読の授業として、正誤問題や記述問題を解いてもらいます。これを糸口に、みんなで要点を掘り下げていきます。先人た

ちのすばらしい翻訳も抜粋して、紹介します。発音も、初級のおさらいをしながら、改めて、取り組んでいきましょう。単語や文法で

難易度の高い箇所は、補助プリントでフォローします。また歌曲や朗読で気に入ったものを聴き込みつつ、詩句の暗唱をしていき

ましょう。これらの実践的な訓練はフランス語の力を飛躍的に高めてくれるはずです。 

 詩のテーマは、フランスらしい、恋愛です。精神の歓びだけではなく、肉体的な官能、失恋、諦めた地点からの回想などを、ご一

緒に考えていきましょう。 

 

  When French people hear some mention ''beautiful French'', they will remember the poems of Charles Baudelaire. This lesson 

will focus on his works that are short, easy to understand. 

  Before we get into the French interpretation, let's listen to the classic songs of Claude Debussy, Gabriel Fauré and Henri 

Duparc. You can also search the Internet for pops, narration, and self-made videos of amateurs. Of course, paintings and 

sculptures related to Baudelaire will also be introduced. 

  Next, you will try the true-false questions and the written answers in underlined parts. I will also present the excerpts from 

the professional translations. Let's work on the pronunciation again while reviewing the elementary level. In addition, we will 

recite poems. These practical trainings will greatly enhance your French skills. 

  The theme of poetry is love. We will consider not only the joy of the spirit but also the physical sensuality, lamentation, 

broken heart, reminiscences from the point of resign. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講読 1 

2. 講読 2 

3. 講読 3 

4. 講読 4 

5. 講読 5 

6. 講読 6 

7. 講読 7 

8. 講読 8 

9. 講読 9 

10. 講読 10 
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11. 講読 11 

12. 講読 12 

13. 講読 13 

14. 講読 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 宿題が出ます。動画や音楽を探してもらったり、朗読や暗唱をしてもらったり、プリントを解いてもらったり、小作文があります。難

行苦行ではなく、楽しんで詩の理解を深められるようなものです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(20%)/暗唱(20%)/課題(30%)/小作文(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 講師が毎回、プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ボードレール、安藤元雄訳、1991、『悪の華』、集英社文庫 (ISBN:4087601978) 

2. 青柳いづみこ、2008、『ドビュッシー』、中公文庫 (ISBN:9784122050020) 

3. 野崎歓、2014、『翻訳教育』、河出書房新社 (ISBN:9784309022512) 

4. 堀江敏幸、2018、『その姿の消し方』、新潮文庫 (ISBN:9784101294773) 

ボードレール『悪の華』岩切正一郎訳、http://subsites.icu.ac.jp/people/iwakiri/images-NewHP/FM1861.pdf 

読みやすいボードレールの訳と、クラシック音楽、翻訳、詩の読み方について、それぞれ、わかりやすいものをあげました。受講

者の関心に応じて、参考文献は紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL356／フランス語文献講読 ２ 

(Reading French Texts 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語のニュース記事を読む 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 大右(KATAOKA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語のニュース記事を読むことで、フランス語の読解力の向上を図る。 

 

By reading French-language news articles, this course focuses on developing French reading skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語学習の傍ら、現代フランス社会についての、またフランスから見える国際社会についての知見を深めるために、フラン

ス語の新聞・雑誌・ニュースサイトの記事の読解を行う。 

 

In this class, we read articles from French-language newspapers, magazines and news sites. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. フランス語のニュース記事を読む、第１回 

3. フランス語のニュース記事を読む、第２回 

4. フランス語のニュース記事を読む、第３回 

5. フランス語のニュース記事を読む、第４回 

6. フランス語のニュース記事を読む、第５回 

7. フランス語のニュース記事を読む、第６回 

8. フランス語のニュース記事を読む、第７回 

9. フランス語のニュース記事を読む、第８回 

10. フランス語のニュース記事を読む、第９回 

11. フランス語のニュース記事を読む、第１０回 

12. フランス語のニュース記事を読む、第１１回 

13. フランス語のニュース記事を読む、第１２回 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指名された学生以外の者も、事前にテキストの該当箇所を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および訳読担当時の取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL371／英語文献講読 １ 

(Intensive English Reading 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mary Shelley  Frankenstein を読む 

担当者名 

（Instructor） 
工藤 紅(KUDO BENI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説を原文で楽しめるようになることを目標とします。Mary Shelley の  Frankenstein (1818)を読みながら、作品理解に必要な英

語表現、文法などを身につけます。また、作品の書かれた時代や社会背景に関しても理解を深めます。 

 

The objective is to enjoy reading novels in English. Reading Mary Shelley's   Frankenstein (1818), students learn English 

expressions and grammar to understand the contents. Students also learn about the time and the society when this novel was 

written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mary Shelley の  Frankensteinを読みます。ゴシック小説、または SF として、良く知られている作品ですが、まだ内容を知らない

方も楽しめるように解説していきます。物語の書かれた時代背景や、作者について説明し、映画も交えながら講義を行います。 

 

Students will read Mary Shelley's novel Frankenstein. This is well known as a Gothic novel or Sience Fiction, but in this lecture, 

the story and the  background are preciselydescribed with a movie, so that students who haven't read it yet.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 時代背景、作者、作品の概要 

3. Volume 1: Letter 

4. Volume 1: Chapter 1-3 

5. Volume 1: Chapter 4-6 

6. Volume 1: Chapter 7-8 & Review 

7. Volume 2: Chapter 1-3 

8. Volume 2: Chapter 4-6 

9. Volume 2: Chapter 7-8 

10. Volume 2: Chapter 9 & Review 

11. Volume 3: Chapter 1-3 

12. Volume 3: Chapter 4-6 

13. Volume 3: Chapter 7 & Review 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その日読むことになっている部分の単語・熟語・構文は、必ず調べておくこと。テキスト内容で分からなかった部分を、授業内で解

決できるようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動(30%)/コメントペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業回数の 3 分の２以上出席していなければ、評価の対象になりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mary Shelley. 2003. Frankenstein. Penguin Books Ltd. (ISBN:978-0-141-43947-1) 

授業内で扱う抜粋部分は、Blackboard を使用します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL372／英語文献講読 ２ 

(Intensive English Reading 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アリ・スミス『秋』を読む（Reading Ali Smith's Autumn） 

担当者名 

（Instructor） 
中嶋 英樹(NAKAJIMA 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） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代スコットランドの作家アリ・スミスの小説『秋』（2016 年出版）を読む。英語の小説を簡約版ではなくオリジナルのまま一冊読み

通すことで、ページ上の言葉をきちんと把握すること、特定の情報を探し当てること、トーン、ユーモア、アイロニーといった含意さ

れた情報を筋道立てて推測できること、といったリーディング技法を伸ばすことを目指す。また、今回取り上げる作品は、EU離脱

に関する国民投票の政治的緊張のなか書かれ、最初の「ポスト・ブレグジット」小説と呼ばれるものであるから、今日の英国の政

治的状況を知っていくことも目標となる。 

 

This course deals with contemporary Scottish author, Ali Smith’s novel Autumn  (published in 2016). Students will read an 

English novel in its original form, not in a retold or shortened version. Going through a book from cover to cover, they are 

expected to improve their reading skills, such as grasping fully the words on the page, retrieving specific details from the book, 

and making reasonable inferences about implied information like tone, humour, or irony. They will also get acquainted with the 

United Kingdom’s situation today, because the fiction they read in this class is called the first ‘post-Brexit’ novel written at a 

time of political tension about the European Union referendum. 

 

授業の内容（Course Contents） 

出席者は、毎週、20 ページほどを読み進め、前の週に配布された用紙のクイズに答えておく。授業では、クイズの答えを確認した

のち、一部を取り上げてより細かに読み、ディスカッションを行う。出席者は、ページの上の言葉を出発点として、自身の考えを述

べることが求められる。 

 

For each class, students are required to read around 20 pages of the book and answer simple questions on the sheet provided 

the week before. During class, we will check the answers for the quizzes, read more closely certain passages, and discuss some 

questions students or the instructor raise. Those who attend are expected to express what they think or feel about the 

passages, building their own ideas on the words on the page. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の進め方や評価基準）、推奨の辞書、作家の紹介、および、サンプル・リーディング 

2. p.3-27 

3. p.29-52 

4. p.53-76 

5. p.77-102 

6. p.103-121 

7. p.123-143 

8. p.145-161 

9. p.163-178 

10. p.181-199 

11. p.201-221 

12. p.223-240 

13. p.241-260 

14. 授業のまとめ、および、レポートについて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記スケジュールにあわせて毎週作品を読み進めておくこと。また、配布された用紙のクイズに答えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(30%)/ディスカッション（発言、投票、チャットなど）(30%)/最終レポート(40%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (小テスト 30%,ディスカッションへの参加 30%,最終レポート(Final Report)40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Ali Smith. 2017. Autumn. Penguin (ISBN:9780241973318) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL373／英語文献講読 ３ 

(Intensive English Reading 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の歴史とその多様性 

担当者名 

（Instructor） 
貝塚 泰幸(KAITSUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の精読を通して、専門的な語彙を含む英文を正しく理解するとともに、批判的な視点を育むことを目標とする。   

 

The goal is for students to properly understand English texts with specialized vocabulary and to acquire critical perspectives 

through careful reading of English literature.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Simon Horobin の The English Language: A Very Short Introduction を読み、世界共通語としての地位を確立しつつある英語が

どのようにして現在の姿に変化したのか、これまでに英語が経験した様々な事象を「標準語」、「英語の多様性」と「多様化」という

点に注目しながら英語の歴史を追う。また英語の歴史を理解することで、現在大きく変化している日本における英語のあり方につ

いても考える。 

 

毎回担当者を決め、担当者はパラグラフごとの要約および文法や英文解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメを用意する

ことになる。疑問点や重要な点については、全員で議論し、理解を深める。 

 

なお、進度はクラスの状況等により変更する場合もある。   

 

Students will read Simon Horobin's The English Language: A Very Short Introduction and see how English, which is establishing 

itself as a "global language", has changed to its present form. They will follow the history of the language, focusing on various 

phenomena experienced by English, including its standardization and diversification. By understanding the history of English and 

its various aspects, students will consider the future of English in Japanese context as it experiences major changes. 

 

A class leader, selected in each session, will prepare a handout with summaries of each paragraph, along with questions 

regarding grammar and the interpretation/content of English texts. All participants will discuss the questions to deepen their 

understanding. 

 

Progress may vary with the situation of the class.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方、評価方法について  

What is English?  

2. Chapter 2: Origins 

3. Chapter 3: Authorities 

4. Chapter 4: Standards (1) 

5. Chapter 4: Standards (2) 

6. Chapter 4: Standards (3) 

7. Chapter 5: Varieties (1)  

8. Chapter 5: Varieties (2)  

9. Chapter 5: Varieties (3)  

10. Chapter 6: Global Englishes (1) 

11. Chapter 6: Global Englishes (2) 

12. Chapter 6: Global Englishes (3) 

13. Chapter 7: Why do we care? 

14. 理解度を測るための授業内テスト  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で担当者を決めるので、担当者はパラグラフごとの要約および文法や解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメ

を用意すること。授業では担当者だけでなく、全員に発言する機会を設ける。したがって、すべての学生がテキストを熟読し、著者
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の主張に対する各自の意見を示せるよう準備をした上で、授業に臨むことが求められる。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への貢献（レジュメ提出および質疑応答など）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Simon Horobin. 2018. The English Language: A Very Short Introduction . Oxford University Press (ISBN:9780198709251) 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL374／英語文献講読 ４ 

(Intensive English Reading 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
視覚文化の歴史を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中嶋 英樹(NAKAJIMA 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） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

視覚文化の歴史（とある視覚的効果を生む概念や実践の歴史）について異なった書き手による複数の入門的な文章を読んでい

きます。評論文や英語圏で使用されている教科書の一部を読みながら、ページの上の言葉を正しく把握すること、必要な情報を

文章から探し出すこと、書き手の判断や立場などの含意を筋道を立てて推測することなど、英語読解の技術を伸ばしていくことが

目標です。 

 

This course is a very brief introduction to the history of visual cultures. Students will read several writings by different authors 

on the history of concepts and practices that produce certain visual effects. Reading excerpts from critical essays and 

textbooks widely used in English speaking countries, students are expected to improve their reading skills, such as grasping fully 

the words on the page, retrieving specific details from the materials, and making reasonable inferences about implied information 

like writers’ judgements and positions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

絵画において「深さ」や「動き」の効果を生む概念や実践の歴史について、いくつかの文章を読んでいきます。授業にあたっては、

配布された文献を読み、簡単なクイズに答えてください。授業ではクイズの答えを確認したあと、よりていねいに課題文を読んで

いきます。あくまで語学の授業ですので、美術に関する前提知識は要りません。 

 

We will read several writings about the history of concepts and practices that produce effects of depth and motion in paintings. 

Before class, students are required to read assigned materials and answer simple questions on the sheet provided the week 

before. During class, we will look at the answers for the quiz, and read more closely the texts. No prior knowledge of fine arts is 

required.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の進め方や評価基準）、推奨の辞書 

2. Michael Bird, "Linear Perspective" 

3. Sturken and Cartwright, "The History of Perspective" (part 1) 

4. Sturken and Cartwright, "The History of Perspective" (part 2) 

5. Sturken and Cartwright, "The Camera Obscure" 

6.  E. H. Gombrich, "Ambiguities of the Third Dimension" (part 1) 

7.  E. H. Gombrich, "Ambiguities of the Third Dimension" (part 2) 

8. Sturken and Cartwright, "Visual Technologies" 

9. Sturken and Cartwright, "Motion and Sequence" (part 1) 

10. Sturken and Cartwright, "Motion and Sequence" (part 2) 

11. Michael Bird, "Kinetic Art" 

12. Erle Loran, Cezanne's Composition (part 1) 

13. Erle Loran, Cezanne's Composition (part 2) 

14. まとめ、および、レポートについて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記スケジュールにあわせて毎週課題を読み進めておくこと。また、配布された用紙のクイズに答えておくこと。課題文および事

前のクイズはともに授業内で配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/複数回の小テスト(50%) 

 

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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■AL375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL375／英語文献講読 ５ 

(Intensive English Reading 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪小説を概観する 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文テクストの正確な理解に努め、英語の読解力を向上させる。テクストの内容について考察し、自分の意見を発信することを目

指す。 

 

Students will strive to accurately read English texts and to improve their English comprehension ability. Considering the content 

of the texts, students will advance their opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「犯罪小説」と呼ばれる文学の一ジャンルについて、その定義・歴史・文化的背景を概説した入門書を読む。英文を精読しつつ、

「犯罪小説」が持つ特徴や問題について考え、議論する。グループでの発表やレポート準備のために、授業外での学習が必要な

場合がある。 

 

Students will read introductory texts outlining the definition, history, and cultural backgrounds of crime fiction. Students will 

engage in careful reading of English, and will think about and discuss features and issues in crime fiction. Studies may be 

necessary to prepare for group presentations or short essays. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Chapter1 Origins 

3. Chapter1 Origins 

4. Chapter1 Origins 

5. Chapter1 Origins 

6. Chapter2 The two ages: golden and hard-boiled 

7. Chapter2 The two ages: golden and hard-boiled 

8. Chapter2 The two ages: golden and hard-boiled 

9. Chapter2 The two ages: golden and hard-boiled 

10. Chapter5 Gender 

11. Chapter5 Gender 

12. Chapter5 Gender 

13. Chapter5 Gender 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で英文解釈を担当してもらうため、受講者全員の予習が必須。受講者の人数によって詳細を決めるが、授業内外でのグ

ループワークが課せられる場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業への貢献度(50%)/課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Richard Bradford. 2015.  Crime Fiction: A Very Short Introduction . Oxford University Press (ISBN:9780199658787) 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業には、テキスト、配布プリント、英和辞書を必ず携帯すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AL376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL376／英語文献講読 ６ 

(Intensive English Reading 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物と人間：動物と人間を取り巻くさまざまな問題 

担当者名 

（Instructor） 
貝塚 泰幸(KAITSUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の精読を通して、複雑な文章を含むテキストを正確に読解しかつ、批判的な視点を育むことを目標とする。   

 

The goal is for students to correctly comprehend texts containing complicated sentences, and to nurture critical perspective, 

through careful reading of English literature.   

 

授業の内容（Course Contents） 

動物はキリスト教を信仰するヨーロッパの思想形成において大きな役割を果たしてきた。Andrew Linzey と Tom Regan による

Animals and Christianity: A Book of Reading を用いて、特に動物の苦痛と霊魂の問題についての見解が示されている文献を取り
上げ、これらの問題に対する多様な見解について学ぶ。 

 

毎回担当者を決め、担当者はパラグラフごとの要約および文法や英文解釈、内容に関する疑問点をまとめたレジュメを用意する

ことになる。疑問点については、全員で議論し、理解を深める。 

 

なお、進度はクラスの状況等により変更する場合もある。   

 

Animals have long contributed to the formation of Christian thought in Europe. Using Animals and Christianity: A Book of 
Reading by Andrew Linzey and Tom Regan, student will learn various issues on animals, particularly the problem of animal pain 

and the question of animal soul, by reading some major texts of theologians and philosophers.  

 

A class leader, selected in each session, will prepare a handout with summaries of each paragraph, along with questions 

regarding grammar and the interpretation/content of English texts. All participants will discuss the questions to deepen their 

understanding. 

 

Progress may vary with the situation of the class.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方・評価方法について 

2. The Problem of Pain: Introduction & the Bible 

3. René Descartes (1) 

4. René Descartes (2) 

5. René Descartes (3) 

6. René Descartes (4) 

7. C. E. M. Joad and C. S. Lewis (1) 

8. C. E. M. Joad and C. S. Lewis (2) 

9. C. E. M. Joad and C. S. Lewis (3) 

10. The Question of Animal Redemption: Introduction & the Bible 

11. St. Augustine (1) 

12. St. Augustine (2) 

13. St. Augustine (3) 

14. 理解度を測るための授業内テスト  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で担当者を決めるので、担当者はパラグラフごとの要約および文法や解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメ

を用意すること。授業では担当者だけでなく、全員に発言する機会を設ける。したがって、すべての学生がテキストを熟読し、著者

の主張に対する各自の意見を示せるよう準備をした上で、授業に臨むことが求められる。   
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への貢献 (レジュメ提出・質疑応答など)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Andrew Linzey and Tom Regan. 1990. Animals and Christianity: A Book of Readings. Wipf and Stock (ISBN:9781556356889) 

初回の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『日本聖書協会ホームページ』<<https://www.bible.or.jp/main.html>>  

 

注意事項（Notice） 
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■AL377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL377／英語文献講読 ７ 

(Intensive English Reading 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「愛」や「心」に関する英語の文章を読む 

担当者名 

（Instructor） 
侘美 真理(TAKUMI MARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた散文（主に評論と小説）を幾つか丁寧に精読する。テーマは主に「愛」、「感情」、「精神と肉体」、「セクシュアリテ

ィ」など、広く「心」や「身体」に関する内容を扱う。平易な英語によるエッセー・論説文から、これらのテーマで面白く読める短編小

説あるいは長編小説の一部など、幅広いタイプの文章を扱いながら、同時に英語の文章を正しく理解する能力を養う。さらに、英

語の語彙を増やすことにも意識的に努める。 

 

In this course we will carefully read several prose (essays and fiction) written in English. The theme ranges from 'love' and 

'emotion' to 'sexuality', covering the classic subject of 'mind and body'. We will read both types of fiction and non-fiction 

selected from wide-ranging texts, such as English essays and critiques, short stories, and extracts from classic novels. The 

course aims to improve your reading comprehension by practicing close reading. The course also aims to increase your 

academic vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは平易な英語で書かれた文章から読み始め、個々の文章について主題や論旨を確実に把握する基礎力を養う。次に、ノン

フィクションとフィクションの両方のタイプの文章を読み、フィクションは出来事や情景・心理描写を正確に捉え、ノンフィクションに

ついては、議論の展開を捉えた上で批評的読解を試みる。しかし、何よりも英語そのものを楽しく味わうことを最大の目的とし、レ

ベルに応じて徐々に応用力を鍛えることにする。全体の内容を確認するために、付随した問題もこなしていく。さらに、イディオマ

ティックかつアカデミックな語彙を確実に増やすことを目的として、単語の小テストなども行っていく。 

 

We will begin with reading a short essay written in plain English and pursue the development of the argument, thus checking 

some basic skills to grasp the subjects and the gist accurately. Next we will read both types of non-fiction and fiction on each 

subject. When reading fiction, we will try to understand the course of events, scene descriptions and psychology of the 

characters, in the way which is different from reading essays and critiques. We will also answer some questions and quizzes 

related to the content of each text. The course will conduct regular quizzes on English words and expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「精神と肉体」に関する文章を読む 

3. 第 2 回授業の続き 

4. メアリ・シェリーを読む 

5. 第 4 回授業の続き 

6. 「愛」に関する文章を読む 

7. 第 6 回授業の続き 

8. エミリ・ブロンテを読む 

9. 第 8 回授業の続き 

10. 「セクシュアリティ」に関する文章を読む 

11. 第 10 回授業の続き 

12. オスカー・ワイルドを読む 

13. 第 12 回授業の続き 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回必ず予習をしてくること。辞書を用いながら自分で理解できる限り文章を読んでくることが大事である。授業にも辞書を持って

くること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度・授業態度（発言やチャットなど）(20%)/小テスト（複数回実施）(40%)/課題・レポート（複数回）(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席率や授業参加度 20%,小テスト（単語）20%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL378／英語文献講読 ８ 

(Intensive English Reading 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカ映画に関するエッセイを読み、1970 年代後半以降のアメリカ社会について学

ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
小林 美文(KOBAYASHI MINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、英語で書かれたテクストを読解できるような英語力を身に付けること、及び、現代社会の現状について理解を深め、

自らの意見を持つことを目標とする。 

 

This discipline aims to equip students with the ability to comprehend texts written in English, to deepen their understanding of 

the current state of modern society, and to form their own opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ映画に関するエッセイが掲載された比較的平易な英文の教科書を使い、1970 年代以降のアメリカ社会について学ぶ。授

業では、難しい箇所・重要な箇所を全員で共有、英文の正確な把握を目指すと同時に、映画から発展するテーマについて話し合

う。また、教科書を使用し、英語の 4 技能向上を目指す時間も設ける予定である。 

 

Students will learn about American society after late 1970's using relatively plain English textbook incorporating essays on 

American movies. In the class, students will share difficult and important parts with the aim of accurately understanding the 

English text, and will discuss themes that develop from the movie. Also, before and after the discussions, the course will use 

"Comprehension Check" section from each chapter in the textbook to improve students' four English skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. シラバス説明、自己紹介など 

2. Unit 1 Star Wars スター・ウォーズ  

3. Unit 2 Frozen  アナと雪の女王 

4. Unit 3 Toy Story  トイ・ストーリー 

5. Unit 4 Harry Potter ハリー・ポッター 

6. Unit 5 The Lord of the Rings  ロード・オブ・ザ・リング 

7. Unit 6 Titanic  タイタニック  

8. Unit 7 Stand by Me  スタンド・バイ・ミー 

9. Unit 9 E.T.  E.T.  

10. Unit 10  Back to the Future  バック・トゥ・ザ・フューチャー 

11. Unit 11 Forrest Gump フォレスト・ガンプ 

12. Unit 12 Die Hard ダイ・ハード  

13. Unit 14 Good Will Hunting  グッド・ウィル・ハンティング 

14. Unit 15 The Devil Wears Prada プラダを着た悪魔 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(35%)/レスポンスシート(30%)/レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Joseph Tabolt, 森永弘司、2017、『Our Time, Our Lives, Our Movies 映画で読むわたしたちの時代と社会』、金星堂 

(ISBN:978-4-7647-4044-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配布、課題の提出、告知などに Blackboard を使用する。 
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ディスカッションなどを行うので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL379 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL379／英語文献講読 ９ 

(Intensive English Reading 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ詩と「自然」 

担当者名 

（Instructor） 
関根 全宏(SEKINE MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自然」を主題ないしは素材に扱う詩の精読を通して、アメリカにおける自然観や人と自然との関係を多角的に考察し、詩を読み

解く力、批判的思考力、自己表現能力を相互啓発的に養うことを目標とする。また、詩に対する造形を深め、詩の言葉について

深く考える力を養う。 

 

This course will study American, nature-focused poetry to deepen understanding of American nature values and nature ideals 

using a multifaceted approach. The aim is to develop student reading comprehension of poetry, critical thinking skills, self-

expression, and mutual understanding. Students will also build their poetry knowledge and interpretation techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ詩を精読する。作品が書かれた時代背景や詩人の特徴をふまえながら、毎回 1 回の授業で 1 作品を読んでいく。担当者

は、作品の訳・注・質問・考察等をハンドアウトにまとめて発表し、それをもとに討論する演習形式で授業を進める。  

 

Students will conduct intensive reading of American poetry. In each class, students will read one poem while building an 

understanding of the poem's historical background and author. Designated students will produce handouts detailing translation, 

key phrases, questions, and commentary before presenting to the class. After presentations, all students will participate in a 

seminar style discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. William Cullen Bryant, "To a Waterfowl" 

3. Ralph Waldo Emerson, "To Snow Storm" 

4. Edgar Allan Poe, "Annabel Lee" 

5. Emily Dickinson, "Nature is what we see" 

6. Emily Dickinson, "Nature-the Gentlest Mother is" 

7. Emily Dickinson,  "The Grass so little has to do" 

8. Robert Frost, "Stopping by Woods on a Snowy Evening" 

9. Vachel Lindsay, "The Flower-Fed Buffaloes" 

10. Wallace Stevens, "The Snow Man" 

11. William E. Stafford, "Traveling through the Dark" 

12. William E. Stafford, "At the Bomb Testing Site" 

13. Robert Bly, "Solitude Late at Night in the Woods" 

14. Final Report 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は、作品の訳・註・質問・考察等をまとめたハンドアウトを準備し、受講者分コピーをする。担当以外の者はテキストを熟読

し、疑問点や重要だと思われる詩行、問題提起をしたい箇所を必ずピックアップしてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(30%)/課題・担当発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

随時授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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積極的な問題提起およびディスカッションへの参加が求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL380／英語文献講読 １０ 

(Intensive English Reading 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Kazuo Ishiguro  Remains of the Day を読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 太郎(ISHIKAWA TARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Kazuo Ishiguro の長編 Remains of the Day を読みます。この作品は映画化されているので映画を随時参照しながら読んでいきま
す。時間が許す限り映画と原作の比較も行いたいと考えています。この作品は非常に読み易い英語で書かれていますし内容も

良く知られています。まだ内容を知らない方ももちろん大歓迎です。多読、精読という難しい課題に挑戦しましょう。 

 

Students will read Kazuo Ishiguro's full-length novel Remains of the Day. As this work has been made into a movie, the course 

will refer to the movie from time to time during the readings. As time permits, the course will compare the movie to the original 

work. The work is written in easily read English and its content is also well known. Persons who do not know the work are of 

course also welcome to participate. Join the class in this difficult task of extensive and careful reading. 

 

授業の内容（Course Contents） 

正確な読解力の養成が第一目標です。内容の共通理解を踏まえた議論を通じて作品理解を深めます。 

 

Developing reading skills is the primary goal of the course. Students will deepen their understandings of the work through 

discussion based on a shared understanding of the content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第１～2 章 

3. 第 3～4 章 

4. 第 5～7 章 

5. 第 8～10 章 

6. これまでのまとめと映画との比較（１） 

7. 第 11～１3 章 

8. 第１4～１6 章 

9. 第 17～19 章 

10. 第 20～21 章 

11. これまでのまとめと映画との比較（２） 

12. 第 22～23 章 

13. 全体のまとめとここまでに扱いきれなかった箇所があればそこを扱う 

14. まとめ、映画との比較（３）、レポート指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必須。必ず単語・熟語・構文は調べておくこと。テキスト内容の不明箇所を授業で確実に理解できるように努めて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(20%)/コメントカード兼出席票(20%) 

欠席回数が授業全体の 3 分の 1 を超えたものは、いかなる理由があっても単位を認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリント配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL381／英語文献講読 １１ 

(Intensive English Reading 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The American Short Story 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

英語による授業 

※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• To practice academic reading strategies including skimming, scanning, and intensive reading. 

• To read and analyze a variety of texts in English with a focus on the American short story. 

• To participate in class discussions in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course students will be introduced to effective academic reading strategies for different purposes with a focus on 

intensive reading for literary analysis. In order to facilitate understanding of the texts, we will engage in both active and 

interactive reading exercises. Course readings will be drawn from a variety of genres in English but will focus on the American 

short story. Through in-class practice, students will develop strategies to more effectively read and understand fiction written 

in English. Work in the course involves a brief synopsis and analysis of each week’s story, one or two in-class presentations per 

student, and two reading response papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction 

2. Reading: “Thank You Ma’am” (Langston Hughes) 

3. Reading: “The Circuit” (Francisco Hernandez) 

4. Reading: “The Last Leaf” (O. Henry) 

5. Reading: “The Lottery” (Shirley Jackson) 

6. Reading: The Poetry of William Carlos Williams and Theodore Roethke 

7. Reading: “Mother Tongue” (Amy Tan) 

8. Reading: “Mother Tongue” (continued)  

9. Reading: “Why Don’t Boys Play with Dolls" (Kate Pollitt) 

10. Reading: “A Visit to Grandmother” (William Melvin Kelley) 

11. Reading: “A Visit to Grandmother” (continued) 

12. Reading: “Thicker Than Water” (Ralph Henry Barbour) 

13. “The Circus” (William Saroyan) 

14. Student Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

• Students will need to come to class ready to contribute having read the week's readings prior to class.  

• Students will need to complete a reading map and summary of the week's readings and bring it with them to class.  

• Information about specific assignments will be announced to enrolled students on the course Blackboard site. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation, Group Work, Reading Checks(30%)/Weekly Reading Analyses(30%)/Reading Response Paper 1(15%)/Reading 

Response Paper 2(15%)/In-class Analysis Presentations(10%) 

Students who do not attend at least 2/3 of classes will not be able to obtain credit for this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kay, Judith and Rosmary Gelshenen. 2012. Discovering Fiction: A Reader of North American Short Stories. Cambridge 

University Press (ISBN:9780521003513) 

Digital copies of the readings will be provided on the course Blackboard site. If students choose not to purchase the text, they 
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are required to bring the week's reading to class in hard copy or digital copy. 

 

参考文献（Readings） 

Readings:  A number of additional readings will be made available to students in digital form on the password-protected course 

Blackboard page. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL382／英語文献講読 １２ 

(Intensive English Reading 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Short and Sweet: Reading Flash Fiction 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

英語による授業 

※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• To practice active reading strategies with a focus on intensive reading 

• To read and analyze flash fiction in English  

• To participate in class discussions in English 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will focus on intensive reading of flash fiction—short stories of three or fewer pages. Though short, these stories 

possess all of the elements that define fiction. Through regular practice, students will develop strategies to more effectively 

understand and critically approach works of fiction of any length. In order to facilitate understanding of the texts, we will engage 

in both active and interactive reading exercises. Work in the course will involve regular “reading maps” and summaries of the 

stories, one or two in-class presentations per student, and two response papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Course; Story 1:“Night” (Lott) 

2. Story 2: “Barbie Birthday” (Townsend) 

3. Story 3: “Bullhead” (Wilson)  

4. Story 4: “Words” (McCaffrey) 

5. Story 5: “Blind Fish” (Thon) 

6. Story 6: “The Doctor” (Hood) 

7. Story 7: “What Were Those White Things” (Hemple) 

8. Story 8: “The Wallet” (McCuaig) 

9. Story 9: “The Mesmerist” (Knight) 

10. Story 10: “Oliver’s Evolution” (Updike) 

11. Story 11: “Baker’s Helper” (Anderson) 

12. Story 12: “Geometry Can Fail Us” (Jacksha) 

13. Story 13: “Paterson Fire” (Gifford) 

14. Analysis Presentations; Story 14: “Initials Sketched on a Dining Room Table” (Orner) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ª Students will need to come to class ready to contribute having read the outside readings for the week.  

• Each week, Students will need to prepare a reading map for the week’s story. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation, Group Work, Reading Checks(30%)/Weekly Reading Maps and Summaries(30%)/Reading Response Paper 

1(15%)/Reading Response Paper 2(15%)/In-class Analysis Presentation(10%) 

Students who do not attend at least 2/3 of classes will not be able to obtain credit for this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Shapard, Robert and Japmes Thomas. 2006. Flash Fiction Forward: 80 Very Short Stories. W.W. Norton (ISBN:978-

0393328028) 

Students who choose not to purchase the textbook are required to bring a copy of the PDF version of the week's story, which 

will be available on the course Blackboard page 
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参考文献（Readings） 

Additional readings will be made available to students in digital form on the password protected course Blackboard page. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL383 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL383／英語文献講読 １３ 

(Intensive English Reading 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
International Flash Fiction 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

英語による授業 

※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• To practice academic reading strategies including skimming, scanning, and intensive reading 

• To read and analyze flash fiction from around the world in English  

• To participate in class discussions in English 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course students will be introduced to academic reading strategies for different purposes including skimming, scanning, 

and intensive reading approaches. The course will focus on intensive reading of international flash fiction—short stories of 

several pages from around the world in English translation. Through regular in-class and out-of-class practice, students will 

develop strategies to more effectively understand and critically approach works of fiction of any length. In order to facilitate 

understanding of the texts, we will engage in both active and interactive reading exercises. Work in the course will involve 

regular “reading maps” and summaries of the stories, one or two in class presentations per student, and two short (1-2 page) 

reading response papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Story 1: “Little Girls” by Tara Laskowski (USA) 

Topic: Family and Parenting 

2. Story 2: “Amerika Street” by Lili Potpara (Slovenia) 

Topic: Childhood and Coming-of-Age 

3. Story 3: “The Attraction of Asphalt” by Stefani Nellen (Germany) 

Topic: Childhood and Coming-of-Age 

4. Story 4: “Man Carrying Books” by Linh Dinh (Vietnam) 

Topic: Education and Social Class 

5. Story 5: “That Color” by Jon McGregor (England) 

Topic: Memory and Nostalgia 

6. Story 6: “The Ache” by Elena Bossi (Argentina) 

Topic: Memory and Desire 

7. Story 7: “Sleeping Habit” by Yasunari Kawabata (Japan) 

Topic: Romantic Relationships 

8. Story 8: “The Joke” by Giannis Palavos” (Greece) 

Topic: Romantic Relationships 

9. Story 9: “The Egg Pyramid” by Nuala Ni Chonchuir (Ireland) 

Topic: Romantic Relationships and Betrayal 

10. Story 10: “Eating Bone” by Shabnam Nadiya (Bangladesh) 

Topic: Gender Roles and Tradition 

11. Story 11: “The Lament of Hester Muponda” by Petina Gappah (Zimbabwe) 

Topic: Gender Roles and Tradition 

12. Story 12: “The Madonna Around Evelina’s” by Pierre J. Mejlak (Malta) 

Topic: Belief and Superstition 

13. Story 13: “The Black City” by Leonardo Alishan (Iran) 

Topic: Memory and Place 

14. Student Presentations about Analysis Paper 2 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

• Students will need to come to class ready to contribute having read the outside readings for the week.  

• Each week, Students will need to bring their completed reading map and summary of the week's reading. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation, Group Work, Reading Checks(30%)/Weekly Reading Analyses(30%)/Reading Response Paper 1(15%)/Reading 

Response Paper 2(15%)/Analysis Presentation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Thomas, James, et al, editors. 2015. Flash Fiction International:  Very Short Stories from Around the World. W.W. Norton 

(ISBN:978-0393346077) 

If students choose not to purchase the textbook, they are required to read the PDF versions of the story provided on the 

course Blackboard page and bring each week's reading to class. 

 

参考文献（Readings） 

Supplementary readings will be made available to students in PDF files on the course Blackboard page. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.   

 

注意事項（Notice） 
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■AL384 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL384／英語文献講読 １４ 

(Intensive English Reading 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Diverse Voices in Contemporary American Fiction 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

英語による授業 

※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• To practice reading strategies including skimming, scanning, and close reading 

• To read and analyze contemporary American short stories 

• To discuss in English literary themes encountered in the stories surrounding diversity issues 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will be introduced to contemporary American short stories that highlight diversity issues. Through 

regular practice, students will develop strategies to more effectively understand and critically approach literary works and to 

analyze themes surrounding diversity. In order to facilitate understanding of the texts, we will engage in both active and 

interactive reading exercises. Work in the course involves regular short summaries of work, one or two in-class presentations 

per student, and two short reading response papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Course  

2. Reading: “Eraser Tattoo” (Reynolds) 

3. Reading: “Eraser Tattoo” (Reynolds), continued 

4. Reading: “Why I Learned to Cook” (Farizan) 

5. Reading: “Why I Learned to Cook” (Farizan), continued 

6. Reading: “A Boy’s Duty” (Flake) 

7. Reading: “A Boy’s Duty” (Flake), continued 

8. Reading: “One Voice” (De la Cruz) 

9. Reading: “One Voice” (De la Cruz), continued 

10. Reading: “Catch, Pull, Drive” (Bailar) 

11. Reading: “Catch, Pull, Drive” (Bailar), continued 

12. Reading: “Kodama’s Ramen Shop” (Oh) 

13. Reading: “Kodama’s Ramen Shop” (Oh), continued 

14. Review of Readings and Thematic Concerns; Student Literary Analysis Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to come to class ready to contribute having read the outside readings for the week (about 6-10 pages of 

fiction per week). Students will need to bring their reading maps and summaries of the week’s reading to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation, Group work, Reading Checks(30%)/Weekly Reading Maps and Summaries(30%)/Literary Analysis Paper 

1(15%)/Literary Analysis Paper 2(15%)/In-class Analysis Presentation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Giles, Lamar, ed.. 2018. Fresh Ink: An Anthology. Ember (ISBN:9781524766313) 

If students do not purchase the textbook, they may use the PDF version of the stories available on the password-protected 

Blackboard course page. However, students are required to bring some version of the week's reading with them to class. 

 

参考文献（Readings） 

A number of additional readings will be made available to students in digital form on the password protected course Blackboard 
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page. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL385／英語文献講読 １５ 

(Intensive English Reading 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカのニュース番組で実際に放送されたニュースを読み、アメリカ社会が抱える問題

や、テレビニュース英語の特徴について学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
小林 美文(KOBAYASHI MINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、英語で書かれたテクストを読解できるような英語力を身に付けること、及び、現代社会の問題について理解を深め、

自らの意見を持つことを目標とする。 

 

This discipline aims to equip students with the ability to comprehend texts written in English, to deepen their understanding of 

issues in modern society, and to form their own opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの 3 大ネットワークの一つである ABC 放送のニュース番組で実際に放送されたニュースを読み、アメリカの社会問題や、

テレビニュース英語の特徴について学ぶ。担当者は、ニュース本文の訳をまとめた配布物を事前に用意する必要がある。授業で

は、難しい箇所・重要な箇所などを全員で共有、英文の正確な把握を目指すと同時に、ニュースの背後にある社会問題について

話し合う。また、発表・ディスカッションの前後には、音声・映像教材等を使用し、理解の定着を図る時間も設ける予定である。 

 

Students will read news that was broadcast by ABC, one of the three major networks in the United States, to learn about 

American social issues and characteristics of television news English. The person in charge must prepare handouts that 

summarize the translation of the news text. In the class, students will share difficult and important parts with the aim of 

accurately understanding the English text, and will discuss the social issues behind the news. Also, before and after the 

presentations and discussions, the course will use audio/video teaching materials and will set aside time to define 

understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. シラバス説明、自己紹介、担当週の調整など 

2. 発表とディスカッション 

TVニュース英語の特徴 

3. 発表とディスカッション 

4. 発表とディスカッション 

5. 発表とディスカッション 

6. 発表とディスカッション 

7. 発表とディスカッション 

8. 発表とディスカッション 

9. 発表とディスカッション 

10. 発表とディスカッション 

11. 発表とディスカッション 

12. 発表とディスカッション 

13. 発表とディスカッション 

14. 各自のレポートについて発表、ディスカッション 

全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者以外の受講者も、ニュース記事を辞書を使って読み、疑問点を明らかにした上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の発表(30%)/授業への積極的な参加(35%)/レスポンスシート、レスポンスペーパー(35%) 

５回以上欠席した場合は、単位取得不可 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山根茂、Kathleen Yamane、2020、『Broadcast: ABC World News Tonight 2 映像で学ぶ ABCワールドニュース 2』、金星堂 

(ISBN:978-4-7647-4096-9) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配布、課題の提出、告知などに Blackboard を使用する。 

発表、ディスカッションなどを行うので、積極的な受講態度が期待される。 

受講者人数によっては、個人ではなくグループで発表する形式をとる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL386 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL386／英語文献講読 １６ 

(Intensive English Reading 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
回想録『食べて、祈って、恋をして』＜インド編＞ 

担当者名 

（Instructor） 
石川 千暁(ISHIKAWA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
※2020 年度をもって廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語読解力を高めること、自分らしく生きることの重要性について理解を深めることを目標とします。 

 

By taking this course, the students will improve their English reading skills and deepen their understanding of the importance of 

living fully as they are. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本科目では現代アメリカ人作家エリザベス・ギルバートによる回想録 Eat, Pray, Love: One Woman's Search for Everything 

across Italy, India, and Indonesia（『食べて、祈って、恋をして 女が直面するあらゆること探求の書」）を講読します。2006 年に出

版されて 1,200 万部を越える世界的大ベストセラーとなった本書は、2010 年にハリウッドで映画化もされました。 

 

 本書は回想録ですから、著者ギルバート自身の体験--一年をかけてイタリア、インド、インドネシアの三ヶ国を旅した模様--が

書かれています。この授業ではおもに第二部のインドを扱います。インドにおいてギルバートはヨガの修行に励んで人間的に大き

く成長します。ヨガと言っても、彼女が行うのは昨今流行っているエクササイズではなく、瞑想や詠唱などによる精神の鍛錬です。

テクストの読解とディスカッションを通して自分の癖に気付き、心(と体)を自由にしていく楽しさを実感しましょう。英語で本を読むこ

とがいかに私たちの人生を豊かにするかの例として、私自身がギルバートに会いにインドへ行った際の話なども交えながら授業

を進めたいと思います。 

 

  The textbook of this course is Eat, Pray, Love: One Woman's Search for Everything across Italy, India, and Indonesia by 

Elizabeth Gilbert. This 2006 best-selling memoir narrates Gilbert’s own experiences in Italy, India, and Indonesia, and was 

adopted into a film in Hollywood in 2010.  

 

  This course will focus on the India part, in which Gilbert undergoes remarkable spiritual transformation through earnest yoga 

practices of meditation and chanting. Through individual preparations as well as class discussions, the students are expected to 

begin to realize the fun of liberating their mind as well as body. Hoping to help the students understand how reading in English 

may expand and enrich our lives, the instructor will also share her own story of how she ended up meeting Gilbert in person in 

India.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション--著者ギルバートによる Ted Talk プレゼンテーション 

2. 映画版 Eat, Pray, Love 

3. 小テスト および EPL37-38 

4. EPL 39-41 

5. EPL 42-44 

6. EPL 45-47 

7. EPL 48-50 

8. EPL 51-53 

9. EPL 54-57 

10. EPL 58-60 

11. EPL 61-65 

12. EPL 66-68 

13. EPL 69-72 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：該当箇所を読んで、解らない箇所を明らかにしておくこと。担当者は発表の準備も行う。 

復習：授業で扱った話題が自分自身の生活においてどのようにあらわれているか内省してみて下さい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(10%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業貢献度(30%)/授業内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gilbert, Elizabeth.. 2006. Eat, Pray, Love: One Woman's Search for Everything across Italy, India, and Indonesia. Penguin 

(ISBN:9780143113997) 

英語版は全員要購入。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリザベス・ギルバート著, 那波 かおり訳.、2010、『食べて、祈って、恋をして 女が直面するあらゆること探求の書』、武田ラン

ダムジャパン (ISBN:4270103612) 

英語力に自信がない人は日本語版を参考にしながら受講しても構いません。ですが絶版なので中古で入手して下さい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japan in Asian Context 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Development of Modern Culture in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• Become familiar with Japanese postwar popular culture. 

• Become familiar with the discourse surrounding Orientalism and its role in culture formation in East Asia. 

• Explore the idea of cultural influence and the dynamics of cultural exchange between Japan and its neighbors with a focus on 

the Republic of Korea, China PRC, Hong Kong, and China Taipei. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, we will examine the process by which Japan created a non-Western modern society and culture in response to 

and often in opposition to Western models. We will also examine the interplay in the postwar period of the modern culture of 

Japan with those of its East Asian neighbors, particularly South Korea, China PRC, Taiwan (ROC), and Hong Kong, each of 

which developed socially and culturally in reaction to Western models but also as a response to the Japanese model of 

modernization.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Modernity, Culture, and Nation-Building 

2. Orientalism and Nihonjinron 

3. Traditional Cultural Relations in East Asia 

4. Meiji Japan and the Development of Modern Culture: Japanese students abroad 

5. Genbun itchi movement; yo/wa dichotomies in the arts 

6. Taisho Democracy, Prewar Culture, and Asian students in Japan 

7. Japanese Militarism, Imperialism, Nihonjinron, and the War 

8. Postwar Japan; the Occupation Period and Culture 

9. Postwar Japanese Literature: Japanese Literature as World Literature 

10. Postwar Japanese Cinema comes of Age; Cinematic Traditions in South Korea and China 

11. Emergence of Manga and Anime 

12. J-Pop and J-Rock and Popular Music in East Asia 

13. Contemporary East Asian Culture: Cultural Relations and Exchange 

14. Student Cross-Cultural Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to come to class ready to contribute having read the outside readings for the week. Students will need to 

submit their weekly response to the readings via the discussion tool on Blackboard. Additionally, students will need to prepare 

presentations and write the formal paper outside of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/In-class Presentations(15%)/Weekly Reading Responses(30%)/Class Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Atkins, E. Taylor. 2017. A History of Popular Culture in Japan. Bloomsbury Academic (ISBN:978-1474258548) 

If students choose not to purchase this text, they may use the digital versions of readings provided on the Blackboard course 

page, but they must bring either or a hard copy or digital version of the day’s reading to every class. 

 

参考文献（Readings） 

A number of other readings will be shared with students in digital form on the password-protected Blackboard course page. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Traditional Arts in Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese Visual Culture in the Global Context 

担当者名 

（Instructor） 
高松 麻里(TAKAMATSU MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course aims to familiarize students with artworks, artistic mediums and the historical development of Japanese visual 

culture to critically interpret these in terms of both similarities and differences with the productions of other visual cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 Japanese visual culture has been formed through ceaseless negotiations with foreign ideas, technology, and artistic creations. 

This course examines a variety of visual art produced in Japan from the prehistoric period to the present, paying attention to 

the global context of its creation. Roughly chronologically organized, each class explores issues such as the construction of 

“Japan-ness” in architecture and painting; the impact of transcultural faiths, namely Buddhism and Christianity; and the 

ramifications of western visual impacts in modern times. Each session will consist of a lecture followed by a class discussion. 

Students are required to submit a short reaction note about the reading and class every week. In addition, students will present 

a work of Japanese art based on their research at a museum in Tokyo.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is “Japanese Art” or “Japanese Visual Culture”?    

2. Japanese History 101    

3. Buddhism 01: Representations of Buddhist Cosmology in the Global Context    

4. Buddhism 02: Transformation of the Image of Buddha    

5. Buddhism 03: Types of Buddhist Sculpture    

6. Japan-ness in Architecture 01: the Ise Shrine    

7. Japan-ness in Architecture 02: Chogen and the Todaiji Temple    

8. Japan-ness in Architecture 03: Castles and Tea room    

9. Media in Japanese Painting: emaki, kakemono, and byōbu    

10. Two Modes of Japanese Paining: yamato-e and kara-e    

11. Kano School or “Painting of the Realm” and Rimpa School or “Japan-ness” in painting    

12. Influence of European Painting: Adaptation of One-point Perspective    

13. Hokusai’s Great Wave: A Global Icon 

14. Final Presentation    

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 One or two readings will be assigned every week and they are expected to be completed before each class meeting.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

weekly reaction note(70%)/最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

One or two required readings will be assigned every week via photocopies. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

For your final presentation, you need to go to a museum in Tokyo.    

 

注意事項（Notice） 
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■AL393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Postmodern Turn in Japanese Arts 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modernity in Japanese Visual Culture 

担当者名 

（Instructor） 
高松 麻里(TAKAMATSU MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course aims to familiarize students with artworks, artistic mediums and the historical development of Japanese visual 

culture after 1868 to critically interpret these in terms of both similarities and differences with the productions of other visual 

cultures.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Japanese visual culture significantly transformed after the nation officially opened its port to the West in 1853. The influx of 

Western concepts of “fine arts” and establishing essential institutions, such as art exhibition, art gallery, art school, and the 

academic study of art history, redefined and forged a new identity for those who create artworks. Focusing on various “artists” 

who engaged in the artistic enterprise in this ever-changing age of modernization, this course traces such artists’ challenges 

through examining their works. In addition, students are required to submit a short reaction note about the reading and class 

every week. In addition, students will present a work of Japanese art based on their research at a museum in Tokyo.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Who are “the Artists”?  

2. Meiji 01: Institutionalization of Japanese Art: Art Exhibition, Art School, and Art History 

3. Meiji 02: Nihonga: Japanese-style Painting 

Kano Hogai 狩野芳崖 (1828-1888)/ Yokoyama Taikan 横山大観 (1868-1958)/ Hishida Shunsho 菱田春草 (1874-1911) 

4. Meiji 03: Yoga: Western-style Painting 

Takahashi Yuichi 高橋由一 (1828-1894)/ Yamamoto Hosui 山本芳翠 (1850-1906) / Kuroda Seiki 黒田清輝 (1866-

1924) 

5. Romantic Phase: Fujishima Takeji 藤島武二 (1867-1943) and Aoki Shigeru 青木繫 (1882-1911) 

6. New Mode of Realism 

Yorozu Tetsugoro 萬鉄五郎 (1885-1927) 

Kishida Ryusei 岸田劉生 (1891-1929) 

Hayami Gyoshu 速水御舟 (1894-1935) 

7. Surrealism and Modern: Koga Harue 古賀春江 (1895-1933) 

8. Kyoto: Updated Tradition  

Takeuchi Seiho 竹内栖鳳 (1864-1942) 

Murakami Kagaku 村上華岳 (1888-1939) 

9. Mid-term Presentation 

10. Kaburagi Kiyokata 鏑木清方 (1878-1972) 

11. Fujita Tsuguharu 藤田嗣治 (1886-1968) 

12. June 4: Fukuda Heihachiro 福田平八郎 (1892-1974) 

13. Review 

14. Final Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Each session will consist of a lecture followed by a class discussion. One or two readings will be assigned every week and they 

are expected to be completed before each class meeting. Students are required to submit a short reaction note about the 

reading and class every week.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

In class note(70%)/最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

One or two required readings will be assigned every week via photocopies.  
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

For your final presentation, you need to go to a museum in Tokyo.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL394 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Development of Gender Studies 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Representation of Women in American Visual Culture 

担当者名 

（Instructor） 
江崎 聡子(EZAKI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Through readings, discussions, and writings in class, students should be able to 1) become familiar with key concepts and ideas 

of gender and visual representation, 2) learn skills in critical reading of texts and images, 3) demonstrate and develop knowledge 

of the field in class discussion and writing by utilizing relevant theories and technical terms.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course examines major issues of gender in American visual culture. By focusing on images of women in film, fine arts, 

music industry, and mass media, we will discuss the significance of construction of women’s identity and their roles through 

“the gaze” and gendered practices of looking. Analyzing some stereotypes of women in paintings, ads, moving images, and 

photographs will lead us to question how, by whom, and  why these images are produced, presented, and circulated in visual 

culture. This involves considering contemporary issues and arguments of the relationship between sexuality, race, and 

hegemonic ideologies in American culture. We will also look at feminist practices since the 1970s intended to “deconstruct” 

stereotypes and create their own images.  By analyzing differences in  the portrayal of women between feminist art works and 

mass-produced popular images, we will consider functions of social norms in male-oriented society and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance—overview of course requirements and assignments 

2. Introduction: what is gender, what is visual culture, what is representation, who is referred to as “the Other”?  

3. Feminist Art Practices since the 1970 (1): Discuss 1)Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?”, 2) 

Gill Perry, “ Introduction: Gender and Art History,” Gill Perry ed., Gender and Art. 

4. Feminist Art Practices since the 1970 (2): View and discuss works by Judy Chicago, Barbara Kruger, Cindy Sherman, Mary 

Kelly, Carrie Mae Weems. 

5. Feminist Art Practices since the 1970 (3): Discuss and write on some feminist art works 

6.  Gender and the Gaze (1): Discuss John Berger, “Chapter 3,” Ways of Seeing (1972). 

7. Gender and the Gaze (2): Discuss Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” Screen, 16 (3) (1975). 

8. Gender and the Gaze (3): View Rear Window (1954), directed by Alfred Hitchcock 

9. Gender and the Gaze (4): Discuss and write on Rear Window. 

10. Construction of the female body (1): Discuss Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist Theory,” in The Feminism and Visual Culture Reader, 482-492. 

11. Construction of the female body (2): Discuss Marjorie Garber, Vested Interests: Cross-Dressing & Cultural Anxiety (1992). 

12. Construction of the female body (3): View Mrs. Doubtfire (1993), directed by Chris Columbus 

13. Construction of the female body (4): Discuss and write on Mrs. Doubtfire 

/ Review 

14. Written test in the Final Class 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be well prepared for and participate in discussions and writings in class by doing assignments and related 

readings.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. Amelia Jones ed.. 2010. The Feminism and Visual Culture Reader. Routledge (ISBN:ISBN0415543703) 

2. Marita Sturken and Lisa Cartwright. 2001. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press 

(ISBN:ISBN 9180190265717) 

3. Gill Perry ed.. 1999. Gender and Art. Yale University Press (ISBN:ISBN 0300077602) 

4. Hilary Robinson ed.. 2015. Feminism-Art-Theory: An Anthology 1968-2014 . Wiley Blackwell (ISBN:ISBN 1118360591) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1) This class will deal with some art works, films, and readings that might make you feel uncomfortable, disturbed, and confused. 

Enrollment in this class consists of agreement to view and discuss such materials in an objective manner. 

2)Reading materials will be available on the first day of the class. 

 

注意事項（Notice） 
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■AL395 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Intellectual History of Japan 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

•To become familiar with major trends and figures in Japan’s intellectual history 

•To read critically primary sources from Japan’s intellectual history in English translation 

•To consider the construction of Nihonjinron discourse as an oppositional response to Western models of modernity 

 

授業の内容（Course Contents） 

Japan’s intellectual history is a product of both its traditional relations with East Asian neighbors and its engagement with the 

West following the Meiji restoration. In this course we will explore the Edo period foundations of Japan’s modern intellectual 

history and we will then examine the century-long dialogue between Japanese intellectuals and international schools of thought 

and trends and examine how Japanese intellectuals sought to formulate the problematic of a non-Western modernity which 

came to influence the modern intellectual histories of Japanese neighbors as well. We will examine both academic and popular 

intellectual trends and also will consider the development and role of Nihonjinron discourse in modern Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Traditional Cultural Relations in East Asia; Prince Shōtoku and the Foundations of Japanese Thought 

2. Heian Japan and the Cult of Aesthetics 

3. Edo Intellectual Currents: National Learning, Chinese Learning, and Dutch Learning 

4. Meiji Japan and Bunmei kaika     

5. Uchimura Kanzō and Christian Socialism 

6. Taishō Democracy and Taishō Liberalism                                                              

7. Militarist Period and Nihonjinron                                                                

8. Postwar Japan and the Occupation Reforms; Marxism                                           

9. Postwar Liberalism 

10. The Sixties and the Student Movement        

11. 1980s Economic Miracle and the Changing Family 

12. Religions, New Religions and the Crisis of Faith 

13. Neo-Conservatism and Heterodox Voices in Japan                                            

14. Final student presentations about research project 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete the weekly reading and submit the weekly reading response via the Blackboard course site. 

They will come to class prepared to discuss the reading. Students will also produce one analysis paper outside of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation, Group Discussions, Reading Checks(30%)/Weekly Reading Responses(30%)/Research Paper(30%)/In-class 

Presentations(10%) 

A fuller version of the syllabus including course policies and descriptions of assignments is available on the Blackboard course 

page 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook is required. Weekly readings will be distributed in electronic form on the Blackboard course page. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 
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• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL396 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Christianity in Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literary, Theological, and Critical Perspectives 

担当者名 

（Instructor） 
シュウェマー(SCHWEMMER PATRICK R.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will gain knowledge of historical events, literary texts, and critical issues related to Christianity in Japan, from the 

sixteenth-century mission to the modern day. Class lectures, weekly short response papers, and a short research paper at the 

end of term will develop related academic skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Each class session will be centered on a reading selection (in English, with Japanese originals also available in some cases), and 

students will submit short response essays (one paragraph) on the class bulletin board or via email. Lectures will discuss each 

reading, in dialogue with students' response essays. One short final paper (2000 words) on a related topic of interest is due at 

the end of term. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: The Late-Medieval/Early-Modern Missions 

2. The Tenshō Embassy 

3. The Japanese Lives of Sts. Peter and Paul 

4. Fukan Fabian 

5. Anti-Christian Writings 

6. Kakure Kirishitan 

7. Christianity in Meiji Japan 

8. Christianity in the Japanese Empire 

9. Christianity in Modern Local Communities 

10. Christianity under the American Occupation 

11. Cultural Accommodation in Japanese Christianity 

12. Christian Theology and Japanese Politics 

13. Christianity and Gender in Japan 

14. Japanese Christianity and Modern Literature 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will read each week's assigned reading and submit a short (one paragraph) response essay either on the online class 

bulletin board or by email. A short (2000 words) final paper in English is due at the end of term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Class Participation(30%)/Short Responses(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL397 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japanese Literature in the World 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literary Translation and the Making of the Japanese Literary Canon 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• Become familiar with the concept of national literature as one manifestation of national identity and of the process of nation 

building 

• Analyze selected works of Japanese literature in English translation and explore the creation of the Japanese literary canon 

• Explore the process of literary translation and evaluate the status of Japanese literature and specific Japanese writers in the 

context of world literature 

 

授業の内容（Course Contents） 

The idea of “Japanese literature” is a modern construct, the result of Japan’s engagement with the West following the Meiji 

restoration. In this course we will examine the creation of a national literature in Japan and the notion of a literary canon while 

analyzing representative works of Japanese literature in translation. Further, we will consider how Western concepts of 

literature and literary genres helped the Japanese define what now constitutes the Japanese literary canon. Literary translation 

made the world’s great works of literature available to Japanese readers just as it made Japanese literature available to the 

world. We will look at the role of translation in establishing the international reputation and status of Japanese writers and 

specific literary works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Japanese Literature: National Literature and the Literary Canon 

2. The Emergence of Written Japanese and the Premodern Literary Tradition 

3. The Classical Period: (700 to 1200) 

4. Arthur Waley, Edward Seidenensticker and the translation of Genji 
5. Medieval Literature (1200 to 1600) 

6. Edo Period Literature (1600 to 1868) 

7. Meiji Literature and the Genbun itchi Movement; Defining Genres and the Introduction of Vernacular Literature 

8. Natsume Soseki and Modern Fiction in Japan 

9. Shintaishi, Shinpa, and Taisho Fiction  

10. Postwar Literature and the “Big Three” in Translation  

11. Edward Seidensticker, Donald Keene and the Canon in Translation 

12. Kawabata Yasunari, Oe Kenzaburo, and the Significance of International Literary Prizes 

13. Murakami Haruki and Postmodern Literature 

14. What is Japanese Literature? Hideo Levy, Yu Miri, Wen Yuju and the Expanded Canon 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to come to class ready to contribute having read the outside readings for the week. Students will need to 

submit their weekly response to the readings via the discussion tool on Blackboard. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation including discussions and reading checks(30%)/Weekly Reading Responses(30%)/In-class Presentations(15%)/

最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rimer, Thomas. 1999. A Reader's Guide to Japanese Literature. Kodansha International (ISBN:978-4770023599) 

If students choose not to purchase this text, you may use the digital version provided, but they are required to bring either or a 

hard copy or digital version of the day’s reading to every class 

 

参考文献（Readings） 
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A number of readings, including works of literature in translation, will be made available to students in digital form on the 

password protected course Blackboard page. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL398 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Rethinking European Literatures 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modern European Novels 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this course students will study one modern novel by each of three ‘European’ writers.  The demands of this course will 

enhance students' ability to analyze and discuss the key issues dealt with in these literary texts.  Students are required 

complete the assigned reading and prepare for discussion questions before coming to class. They will also write an essay of 

between 1500-2000 words on one of the three novels on the course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In the study of twentieth century European writers, one needs to bear in mind the complex multi-ethnic nature of European 

society resulting from shifting political boundaries and demographic change.  For instance, Franz Kafka belonged to the 

German-speaking world, but had Czech and Jewish heritages.  Secondly, the European literary heritage will be considered in 

the context of overseas colonies: Algerian-born Albert Camus was of French and Spanish heritage.  When he wrote The 

Outsider (1942), Algeria was under French colonial rule.  And lastly, there is the matter of adopted citizenship: Japanese-born 

Kazuo Ishiguro, brought to live in Great Britain at the age of five, has always considered himself as a British writer.   While 

each of the writers on this course deals with the culture and society of where they live, they also focus on universal issues 

which continue to have relevance today.  For example Camus’s The Outsider is concerned with the legal system that operated 

under French colonial rule in Algeria, and particularly its use of capital punishment.  Similarly, Kafka's The Trial (1925) 

questions the relationship of justice and the law and can be seen as anticipating the rise of totalitarian states.  Indeed, the 

response of some high ranking individuals in Great Britain to the rise of Fascism, during the interwar years, is an issue reflected 

upon in Ishiguro’s Remains of the Day (1989). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Novel (1):  Introduction of syllabus;  

Franz Kafka, The Trial (1925), Life and background 

2. The Trial, On K’s guilt, the Court and the Law;  

Discussion based on questions for Chapters 1-2 

3. The Trial, Structure and order of Chapters;  

Discussion based on questions for Chapters 3-4  

4. The Trial, Understanding Kafka and his Jewish influence;  

Discussion based on questions for Chapters 5-6  

5. The Trial, Kafka and existentialism;  

Discussion based on questions for Chapters 7-8  

6. The Trial, Assigned reading Chapters 9-10;  

Discussion based on on essay questions for The Trial 

7. Novel (2): Albert Camus, The Outsider (1942), Life of Camus and the setting of The Outsider; Discussion based on 

questions for Part One, Chapters 1-6 

8.  Themes, Structure and Characterization of The Outsider; 

 Discussion based on questions for assigned reading for Part Two, Chapters 1-5 

9.  Discussion on essay questions for The Outsider   

10.  Novel (3): Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (1989); 

 Discussion based on questions for Prologue and Day one–Evening 

11. The Remains of the Day, Characterization;  

Discussion based on questions for Day two-morning 

12. The Remains of the Day, Themes; 

 Discussion based on questions for Day two–afternoon and Day three-morning 

13. The Remains of the Day, Narrative techniques;  

Discussion based on questions for Day three–evening 
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14. The Remains of the Day, assigned reading Day four–afternoon;  

Discussion on essay questions for The Remains of the Day 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required complete the assigned reading and prepare for discussion questions before coming to class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class discussions(20%)/Essay(40%)/Presentations(40%) 

Marks allocated on participation in class discussions (20%), presentations (40%) and essay (40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Albert Camus. 2012 ed.. The Outsider. Penguin Classics (13: 978-0141198064) 

2. Franz Kafka. 2015 ed.. The Trial. Penguin Modern Classics (13: 978-0241197790) 

3. Kazuo Ishiguro. 2010 ed.. The Remains of the Day . Faber and Faber (13: 978-0571258246) 

Students must purchase and read all three novels. Any unabridged edition of each novel will suffice.   

 

参考文献（Readings） 

Students will receive information about essential reading for this course at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Classes will be held in both lecture and seminar style.   

 

注意事項（Notice） 
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■AL412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL412／宗教思想 ２ 

(Religious Thought 2) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程履修者専用 科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が現代哲学に触れ、宗教について自分自身で考える機会を持つこと。 

 

Course takers will have the opportunity to experience contemporary philosophy and think about religion on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「神なき時代」と言われる現代において，欧米の思想家たちは宗教や信仰の問題をどのように考えてきたのか。２０世紀以降の思

想家を数人取り上げ、その宗教思想を中心に紹介する。 

 

In a modern age that has been called "a Godless age," how have Western thinkers approached questions of religion and faith? 

The course will take up and introduce several thinkers from the 20th century and later, focusing on their religious ideas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ヤスパース：哲学的信仰 

3. ハイデッガー１：死へ向かう存在 

4. ハイデッガー２：存在の神秘 

5. レヴィナス：他者としての神 

6. ベルグソン：閉じた宗教から開かれた宗教へ 

7. フロイト：幻想としての宗教 

8. ユング：元型と宗教 

9. バタイユ：エロティシズムと宗教 

10. ウィトゲンシュタイン：語り得ないもの 

11. デリダ：「キリスト教」の脱構築 

12. リクール１：象徴は思考を促す 

13. リクール２：宗教批判を超えて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

筆記試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問題

B（論述式）で行う。問題 Bについては、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成してお

く。授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

成績評価については、最初の授業で詳しく説明するので必ず出席のこと。 

期末のレポート試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答

える問題 B（論述式）で行う。問題 B については、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを

作成しておく。授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 詳しくは説明プ

リントを配布し、授業内でも説明する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業参加度 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

教職課程をとっていない文学部生は抽選科目から履修登録すること 
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■AL413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL413／倫理思想 

(Introduction to Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイオエシックスとは何か？ 

担当者名 

（Instructor） 
柳堀 素雅子(YANAGIBORI SUGAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程履修者専用 科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の到達目標は、 

(1)バイオエシックスの基礎的な理論と原理を学ぶこと 

(2)バイオエシックスの普及状況を把握すること 

(3)ディスカッションに参加して、口頭発表の仕方を学ぶこと 

である。 

 

The goals of this course are to 

(1)Obtain basic knowledge about the basic concepts and principles of bioethics 

(2)Understand the spread  of bioethics. 

(3)Enhance the skill in making oral presentation by participating in the discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、バイオエシックスの諸問題を学びます。最初にバイオエシックスの始まりについて学びます。 

脳死臓器移植、安楽死と尊厳死、延命治療、生殖技術、出生前診断などを学びます。 

最終的には、日本と欧米のバイオエシックスの相違を理解します。 

 

This course deals with Bioethics issues.  

This course introduces the beginning of bioethics.  

This course introduces Brain death, Organ transplantation, Euthanasia and Death with dignity , Life-sustaining treatment, 

Reproductive technology ,Prenatal diagnosis, etc. 

At the end of course are to understand the differences in bioethics between Japan and Western. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオエシックスの成立とその意義について（講義） 

2. 脳死とは何か（講義） 

3. 臓器移植の問題点について（講義） 

4. グループ討論と全体討論 

5. 安楽死と尊厳死について（講義） 

6. 安楽死の合法化についての世界の状況（講義） 

7. グループ討論と全体討論 

8. 延命治療の是非について（講義） 

9. グループ討論 

10. 生殖技術の問題点について（講義） 

11. グループ討論と全体討論 

12. 出生前診断の問題点について（講義） 

13. グループ討論と全体討論 

14. 日本と欧米のバイオエシックスを比較して（講義） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に本で調べたり、インターネットで検索したりして、グループ討論に必要な情報収集をすることが必要です。普段から

バイオエシックスの問題に興味を持ち、世界の情勢にも関心を向けてください。授業中に配布される資料は大量にあります。資料

はよく読み、さらに自分で知識を増やす努力をしてください。キリスト教を中心に、宗教に関する知識も必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（複数回）の内容(80%)/グループ討論の内容(20%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (レポート（複数回）の内容 60%,リアクションペーパーの内容 20%,グループ討論の内容 20%) 
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テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. アルバート・R・ジョンセン 細見博志訳、2009 年、『生命倫理学の誕生』、勁草書房 (ISBN978-4-326ー10189ー4 C3012) 

2. トム・L・ビーチャム ジェイムズ・F・チルドレス 永安幸正/立木教夫監訳、1997 年、『生命医学倫理』、成文堂 (ISBN4-7923-

6064-1 C3012) 

必要に応じて、その都度豊富な参考文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

教職課程をとっていない文学部生は抽選科目から履修登録すること 
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■AM011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ａ 

(Introductory Seminars B1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語短篇を読む――子供時代から思春期へ 

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） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた短篇を精読することによって、文学の楽しみに触れる。また、文学テクストを分析的に扱う方法を学ぶ。 

 

The class will introduce the students to to the enjoyment of literature by closely reading short stories  written in English. At 

the same time, it will provide basic lessons in analyzing literary texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、子供時代と思春期、および親子関係を題材にした英語短篇 (イギリス・アイルランド・ニュージーランド・カナダの作家

による) を扱う。 

 

最初の数回は、クラス全体で丁寧に読解を行なう。以降は、以下のように行う。 

 

「発表者グループ」「翻訳グループ」「質問者グループ」のサイクルを割り当てる。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2) 作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や

固有名詞などについて] (3) 担当箇所の内容分析 をプリントにまとめ、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信

しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表を行なう。 

 

質問グループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検討

する) を複数個考えておく。授業では、作品理解のための質問を質問グループから発表する。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらう。 また、第 7 回に課題図書（これは翻訳）について 2,000 字以上のレポートを提

出してもらい、第 8 回のディスかションの題材とする。 

 

The class will focus on short stories about childhood, adolescence and the parent-child relationship, written by novelists from 

the UK, Ireland, New Zealand and Canada. 

 

For several weeks after the opening, the whole class will engage in the practice of very close reading. 

 

After that, a presentation group, translation group, and question group for each class will be appointed. All students will be 

assigned one presentation, one translation and one question task during the semester. The responsibilities of each group are as 

follows: 

 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned 

passage (2) notes to aid the understanding the work [cultural and historical background explanations, definitions of proper 

nouns, etc.] and (3) an analysis of the assigned chapters. The presentation group must send their handout to both the 

commenting group and the teacher before the class session. The presenting group members will distribute their handout to the 

remainder of students on the day of the class and make a presentation. 

 

The question group will read the handout in advance and prepare questions to improve the class’ understanding of the literary 

work. After the presenting group finishes their presentation, members of the question group will provide their question to the 

presenters. 

 

The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. The group will work together to 
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prepare their best translation. The teacher will correct the translation and provide comments during class, so the translation 

group is expected to email their completed translation to the teacher at least 3 days prior to the class. 

 

All students will write several response papers over the duration of the course. Also, students will be required to submit an 

essay on the assigned book, which will be the subject of discussion on the eighth week. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. "Araby" by James Joyce (1882-1941) その 1 

3. "Araby" by James Joyce (1882-1941) その 2 

4. "The Garden Party" by Katherine Mansfield (1888-1923) その 1 

5. "The Garden Party" by Katherine Mansfield (1888-1923) その 2 

6. "The Toys of Peace" by Saki (1870-1916) 

7. "I Spy" by Graham Greene (1904-91), 中間レポート提出 

8. 『ミゲル・ストリート』についてのディスカッション 

9. "Child's Play" by Alice Munro (1931-) その 1 

10. "Child's Play" by Alice Munro (1931-) その 2 

11. "Child's Play" by Alice Munro (1931-) その 3 

12. "Child's Play" by Alice Munro (1931-) その 4 

13. "My Son the Fanatic" by Hanif Kureishi (1953-) その 1 

14. "My Son the Fanatic" by Hanif Kureishi (1953-) その 2、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習が必須。次回扱う短篇の知らない単語の意味・発音を調べ、しっかり読んでくること。なお、毎回の授業に英英辞典ないし英

和辞典を持参のこと。紙の辞書でも電子辞書でもよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加・貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. V･S･ナイポール、2019、『ミゲル・ストリート』、岩波文庫 (ISBN:978-4003282014) 

その他の作品はプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｂ 

(Introductory Seminars B1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語文学の初歩 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

毎週一回で読み切れる分量の英語文学をじっくり読んで味わい、同じ作品を読んだ参加者同士が議論をぶつけ合う楽しさを味わ

うことを目標とし、同時に英語読解力の向上も図る。  

 

This course aims to introduce students to literary works in English, which can be read through in a week, provide opportunities 

to experience the joy of critical debate through careful reading of each famous literary work and improve their ability to read 

and comprehend English texts as well. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた文学作品（イギリスの短篇や詩）を毎回一つずつ予め読んできて教室で議論する。授業では、二つの担当グルー

プを予め決めて、レジュメを用意してもらい、作者、粗筋、難解箇所、主題、感想などについて発表し、他方がそれに対して必ず何

らかのコメントをするという形で全員参加の活発な議論の糸口を作ってもらう。また、課題図書としてイギリスの長篇作品の翻訳

（小説か戯曲）を一つ指定して、6 月の期日までにレポートを提出してもらい、それに基づいて討論を行なう。各回に扱う作家と作

品、指定長篇作品とそのレポート提出期日を明示した授業計画表を最初の授業で配布する。 

 

Students will read a shorter literary work written in English (from short stories and poems) every week and discuss it with other 

participants. They will be divided into two groups in class. The first group will prepare and present a handout introducing its 

author and historical background, plot, subject and showing their interpretation of difficult passages and each student's 

impressions, etc. The other group will be also required to prepare their version of handout and offer commentary on each of the 

aspects of the first group's presentation. This structure offers an introduction to academic debate and provides opportunity for 

active participation from every student. In addition, the students will read a designated longer English literary work (a novel or a 

play) translated into Japanese and submit their book report by a fixed date in June and will discuss it in class. Details about the 

shorter works to be read each week, the designated longer works and the deadline for the submission of its book report will be 

provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介と助走 1 

2. 助走 2 

3. 助走 3 

4. 初歩の読解 1 

5. 初歩の読解 2 

6. 初歩の読解 3 

7. 中級の読解 1 

8. 中級の読解 2 

9. 中級の読解 3、長篇課題図書レポートの提出 

10. 長篇課題図書についての自由討論 

11. 高度の読解 1 

12. 高度の読解 2 

13. 高度の読解 3 

14. まとめ、期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

イギリス文学作品を、何か一つ（長さは問わない）読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/授業への出席と発表(30%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 
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テキスト（Textbooks） 

授業で扱う作品はすべてプリントを用意して授業で配布する。中間レポートの課題長篇作品（イギリス文学の翻訳）については受

講者と相談の上決定するが、文庫で簡単に入手できるものを選ぶ。 

 

参考文献（Readings） 

折に触れて教室で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。やむを得ない理由で欠席する場合はメールで事前連絡すること。中間・期末レポートでウ

ェブサイトなどからの盗用を行なうとその時点で単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｃ 

(Introductory Seminars B1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歪められた現実：サイエンス・フィクションの短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品をクラス全体で読むことにより、カリキュラム・マップに示された「文学を読む悦び」を味わいながら「今後

の学習・研究の基礎となる読解力」を養う。具体的には、テクストの読解と分析、ならびにテクストに基づいた論理的な議論・レポ

ート作成の基礎を学び、実践していく。 

 

Through reading literature in English, not only will the students be able to experience the joy of literature as outlined in the 

curriculum map, but they will also cultivate reading comprehension skills that form the basis for future study and research. 

Specifically, the students will learn essential skills regarding interpretation of literary texts, communication of ideas and 

academic writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれたサイエンス・フィクション（SF）の名作とされる短編小説を読んでいく。SFを読む楽しみとして、過去の作者がどの

ような未来の世界を想像したかを知るのも一つだが、今回は特に、異化装置としての SFに注目する。すなわち、各 SFにおい

て、読者にとってなじみのある現実・世界観が如何に歪められた形で投影されているか、そして、その「歪み」が読者に提示するも

のとは何か、という問題意識を持って各作品を読解していく。 

授業と平行して、課題図書である H. G. Wells の The Time Machine(1895) の日本語訳を読み、４００字詰めで５枚から１０枚程度

の読書感想文（中間レポート）を、第１１回の授業時に提出することが求められる。 

 

Students are assigned to read classic science fiction (SF) short stories written in English. While one way of reading SF is to 

analyse how authors imagined possible futures, this course focuses on an aspect of SF as a device of defamiliarization. In other 

words, it examines how SF portrays a distorted version of reality, and what kind of effects such distortion have on the reader. 

 

In addition to the in-class work. the students are assigned to read a novella,The Time Machine(1895), by H.G. Wells and write a 

midterm essay on the novel (Length: 2000-4000 characters in Japanese/2000 words in English, Deadline: Week 11). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け  

2. "The Eyes Have It" (1953) by Philip K. Dick  

3. "The Door in the Wall" (1911) by H. G. Wells   

4. "Sultana's Dream" (1905) by Rokeya Sakhawat Hussain   

5. "The Country of the Blind" (1904) by H. G. Wells ①  

6. "The Country of the Blind" (1904) by H. G. Wells ②  

7. "Speech Sounds" (1983) by Octavia E. Butler  

8. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ①  

9. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ②  

10. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ③  

11. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ④  

12. "The Time Machine" (1909) by H. G. Wells   

13. "There Will Come Soft Rains" (1950) by Ray Bradbury  

14. 最終レポート提出、まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、念入りな準備が必要とされる。発表グループは、各

短編の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマの紹介などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議

論を促す。注意点として、本演習ではクロース・リーディング（精読）の技術を身につけることを目標とするので、作者や作品につ
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いての背景知識よりも、英文テクスト自体の熟読と詳細な分析が重要となる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論・発表への参加(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウェルズ、2012、『タイムマシン』 (光文社古典新訳文庫)、光文社 (ISBN:978-4334752460) 

授業で取り扱う各短編に関しては、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森下一仁、2000、『思考する物語―SFの原理・歴史・主題』、東京創元社 (ISBN:4488015166) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｄ 

(Introductory Seminars B1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学短編精読 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、そして論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。 

 

This course will foster students’ ability to create summaries, show them how to craft logical opinions, and teach them 

techniques for performing close readings of American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀から 20 世紀にかけてのアメリカ文学を代表する短編を精読する。 

 

本演習は、あらかじめ決められた担当者が、扱う作家の紹介、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる

箇所、気になった箇所などをまとめたハンドアウトを用意し、それに基づいて発表をする。その後、クラス全体で議論を行う。授業

後、受講者全員にリアクションペーパーの提出が求められる。 

 

なお、課題図書として、J. D. Salinger の The Catcher in the Rye (1951)を各自翻訳で読み、2000字程度のレポートを提出しても

らう。レポートは添削して返却し、レポートの書き方の基礎を教えた上で、課題作品についての議論の機会を設ける。 

 

Students will conduct close readings of representative American short stories from the 19th and 20th centuries. Each student 

will be assigned a literary work and will be responsible for introducing the author(s), summarizing the story, interpreting difficult 

English phrasings, and making handouts and a presentation where they comment on what they see as the most important 

passages. Afterward, the students will debate the work as a class. Reaction papers will be collected after class is over.  

Students will also be assigned to read the translation of J. D. Salinger's The Catcher in the Rye (1951) and write a 2,000-

character mid-term paper in Japanese. Students will receive the feedback on their corrected papers and have opportunities to 

debate the assigned reading and polish their fundamental writing skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. Washington Irving, "Rip Van Winkle" 

3. Edgar Allan Poe, "William Wilson" (1) 

4. Edgar Allan Poe, "William Wilson" (2) 

5. Sarah Orne Jewett, "A White Heron" 

6. Jack London, "To Build a Fire" (1) 

7. Jack London, "To Build a Fire" (2) 

8. Flannery O’Connor, "A Good Man is Hard to Find" (1) 

9. Flannery O’Connor, "A Good Man is Hard to Find" (2)  ＊課題レポート提出 

10. The Catcher in the Rye についてのクラスディスカッション 

11. James Baldwin, "Sonny’s Blues" (1) 

12. James Baldwin, "Sonny’s Blues" (2) 

13. James Baldwin, "Sonny’s Blues" (3) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で読む範囲の予習。発表担当者だけでなく、出席者全員がしっかりとテクストを精読し、意見を求められても答えられるように

いくつかのコメントを用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/発表(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. J. D. サリンジャー（村上春樹訳）、2006、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』、白水社 (ISBN:978-4-560-09000-8) 

授業内で扱う作品については、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進捗状況により、扱う作品を変更する場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｅ 

(Introductory Seminars B1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ名作短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、インプット（英文読解能力）とアウトプット（読んで考えたことを文章で表現する力）、二つの能力の向上

を目指す。 

 

This course aims to improve students' English input (reading comprehension) and output (writing ability) through intensive 

reading of American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学における名作短編小説を、時間をかけてじっくりと精読してゆく。 取り上げる作家は Edith Wharton, Raymond Carver, 

Tim O'Brien の三名を予定している。 

 

学期初めに指定する課題図書は F. Scott Fitzgeraldの The Great Gatsby とする。この作品に関するレポートを学期途中に提出

してもらい、学期末にクラス全体でこの作品について議論する。 

 

Students conduct intensive reading of famous American short stories. The assigned readings will be the stories by Edith 

Wharton, Raymond Carver, and Tim O'Brien. 

 

In addition to in-class readings, students will also be assigned to read The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald at the beginning 

of the semester. Reports regarding this work will be due in the middle of the semester, and students will debate about it at the 

end of the semester.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Edith Wharton (1) 

3. Edith Wharton (2) 

4. Edith Wharton (3) 

5. レポート作成講座 

6. Raymond Carver (1) 

7. Raymond Carver (2)  

8. Raymond Carver (3) 

9. 課題図書レポートに関する質問受付 

10. Tim O'Brien (1)  

11. Tim O'Brien (2)  

12. Tim O'Brien (3)  

13. Tim O'Brien (4)  

14. 課題図書に関するディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

⑴辞書を引いて英語原文を丹念に読むこと。 

 

⑵学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題図書レポート(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度(30%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. F・スコット・フィッツジェラルド、2006、『グレート・ギャツビー』、中央公論新社 (ISBN:978-4124035049) 
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課題図書を除き、すべてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:978-4061495012) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｆ 

(Introductory Seminars B1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学の入り口 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 一郎(KASAHARA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is intended to share insight into literary works by British and American writers. The emphasis lies on discussing  

each piece in terms of such aspects as theme, plot, character, form and historical/social context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In order for participants to get familiar with major literary genres, course materials include novel, short fiction, poetry and 

drama. They are from romantic period (Wordsworth) to contemporary (Carver). Students will learn several types of reading 

which have been conventionally supposed to appropriate for each genre. 

 

Most of the time, an appointed group of four to five students will do some research and prepare handouts, presenting summary 

and background information, pointing out notable elements, and raising questions to the class. The other participants are 

expected to make comments based on the presentation, or add new perspective(s). 

 

In addition to in-class readings, students are assigned George Eliot's Silas Marner and required to hand in a 2000-3000 

character eassy in Japanese as the midterm report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション－授業紹介 

2. Sherwood Anderson, "Death in the Woods"(1) 

3. Sherwood Anderson, "Death in the Woods"(2) 

4. Robert Frost, "Stopping by Woods on a Snowy Evening" 

5. Katherine Mansfield, "The Garden Party"(1) 

6. Katherine Mansfield, "The Garden Party"(2) 

7. William Wordsworth, "She Dwelt Among the Untrodden Ways", "A slumber did my spirit seal" 

8. Raymond Carver, "Cathedral"(1) 

9. Raymond Carver, "Cathedral"(2)、中間レポート提出 

10. 課題図書の感想、議論 

11. Terence Rattigan, "Browning Version"(1) 

12. Terence Rattigan, "Browning Version"(2) 

13. Terence Rattigan, "Browning Version"(3) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

丹念に辞書を引いて予習をし、そのうえで理解できないところ、意味の通らないところを洗い出して授業に臨んでください。担当グ

ループは事前に相談をして作品理解のためのレジュメを作成してきてください。それ以外の参加者も各自の意見や質問をもって

授業に臨んでください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/参加度（発表、発言、レスポンスペーパー）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョージ・エリオット、2019、『サイラス・マーナ―』、光文社 (ISBN:978-4-334-75410-5) 

その他各授業の作品はプリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｇ 

(Introductory Seminars B1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 理矢(TAKEUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学研究の入門として、アメリカの小説を読み、作品の考察や解釈の方法、教室での発表や議論の仕方を学び、文学を読むこと

の意義と可能性を考える。 

 

As an introduction to literary research, students will learn literary study and interpretation methods as well as academic 

presentation and debate methods by reading American novels while considering the significance and potential of literary study. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 第一次世界大戦後に活躍したアメリカの若い小説家たち、たとえば、アーネスト・ヘミングウェイやスコット・フィッツジェラルドら

は、世界へのゆるぎない信頼を失い、深い幻滅を味わいながらも、一条の光をもとめて大地を彷徨した「失われた世代」の作家と

いわれている。この「ロストの感覚」とはいかなるものであったのか、実際に彼らが書いたテクストを精読しながら、考えていく。時

代の精神性を学びつつ、小説に描かれた人物の心情とふる舞いの意味をつぶさに観察し分析することに力点をおく。 

 初回の授業で発表担当者とコメンテイターを割り当てる。担当者は協力して、あらすじ・語注・考察・質問をまとめたレジュメを作

成し、授業で発表する。発表に引き続き、コメンテイターがコメントをし、教員の解説をまじえながら、クラス全体でディスカッション

をする。授業後、受講者全員リアクションペーパーの提出が求められる。なお、課題図書はフィッツジェラルドの (『グレート・ギャッ

ツビー』)の予定。この作品についての中間レポートを学期途中に提出し、クラス全体で議論する。 

 

 The young authors of the aftermath of WWI such as Ernest Hemingway and Scott Fitzgerald lost their faith in humanity after 

experiencing such a tragic event. They roamed the world looking for any light in the darkness and are often referred to as the 

“Lost Generation.” Through intensive reading of literature by these authors, students will think deeply about the “lost feeling” of 

the generation and what it represented. Special attention will be devoted to the learning about the spirituality of the generation, 

following characters on their emotional journeys, and analyzing in-depth its connection to us. 

 Students will be assigned presenting and commentating roles during the first class. Presenters will work together to prepare 

handouts containing summaries, literature annotations, insights, and questions before presenting about these topics to the 

class. Commentators will offer comments of their own after presentations are over and will facilitate discussion while 

incorporating key explanations from the professor. After class, students will write and submit reaction papers. In addition to in-

class work, Fitzgerald’s The Great Gatsby will be assigned reading. Midterm reports about the literary work will be due mid-

semester, and students will debate regarding the work at a later date. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（「失われた世代」について） 

2. Hemingway 短篇精読 1 

3. Hemingway 短篇精読 2 

4. Hemingway 短篇精読 3 

5. Hemingway 短篇精読 4 

6. Hemingway 短篇精読 5 

7. Hemingway 短篇精読 6 

8. Fitzgerald短篇小説 1 

9. Fitzgerald短篇小説 2 

10. Fitzgerald短篇小説 3 

11. 課題図書の議論 

12. Fitzgerald短篇小説 4 

13. Fitzgerald短篇小説 5 

14. Fitzgerald短篇小説 6 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生が主体となる授業である。受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授業
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内で示すことできるように準備すること。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次週につなげていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題図書についての中間レポート(30%)/発表・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

スコット・フィッツジェラルド著（村上春樹訳）『グレート・ギャッツビー』中央公論新社、2006 年。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と思考実験―サイエンスフィクションの短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サイエンスフィクションの短編の精読を通じ、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門用語と分析技法」を使っ

て「より高度な読解力」を培う。具体的には、テクストの読解・分析、ならびに論理的な議論・レポート作成を実践することで、文学

批評の基礎を学ぶ。 

 

Through reading sf short stories, this course aims to foster and enhance the skills of close reading. It will introduce some 

important literary terms and effective methods for literary analysis as outlined in the curriculum map. Specifically, it enables the 

students to interpret and analyse each text in detail and to communicate ideas effectively in group discussion and academic 

essays.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではサイエンスフィクションの短編を精読することを通して、各作品が如何に読者の持つ現実規範を疑うように仕向ける

か、あるいは何が各作品をサイエンスフィクションとするのかを分析・議論する。内容の理解だけでなく、語りの形式や作品のテー

マについて踏み込んだ議論をする。物事を批判的に捉えようとする意欲がクラスでは求められる。また授業の後半では、異なる

作品を比較することで、語りの手法の違いがもたらす効果や、文学における形式と内容の関連についても深く考察する。 

 

The course will introduce the students to various sf short stories. They will be asked to analyse and discuss how each story 

questions the reader’s normative sense of reality, and what makes a story science fictional. The course will help the students 

not only to understand the text on the surface level, but to conduct in-depth analysis of styles of narrative and themes. Critical 

thinking is key. In the latter half of the course, the students are encouraged to compare various short stories in order to identify 

differences in storytelling methods and to think critically about the relationship between form and content.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. Daniel Keyes, “Flowers for Algernon” (1959) (1) 

3. Daniel Keyes, “Flowers for Algernon” (1959) (2) 

4. Daniel Keyes, “Flowers for Algernon” (1959) (3) 

5. Brian W. Aldiss, “Super-Toys Last All Summer Long” (1969)  

6. Brian W. Aldiss, “Who Can Replace a Man?” (1958) 

7. SF映画分析、レポートの書き方 

8. J. G. Ballard, “The Subliminal Man” (1963) 

9. J. G. Ballard, “The Cage of Sand” (1962) (1) 

10. J. G. Ballard, “The Cage of Sand” (1962) (2)  

11. Hiromi Goto, “Tales from the Breast” (1995) 

12. Judith Merril, “That Only a Mother” (1948) 

13. Molly Gloss, “Interlocking Pieces” (1984)  

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは授業で学んだことを

ベースにしつつ、取り扱った作品を比較し、独自の視点から論じることが課題となる 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加・リアクションペーパー(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で取り扱う作品については、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森下一仁、2000、『思考する物語―SFの原理・歴史・主題』、東京創元社 (ISBN:978-4488015169) 

2. ダルコ・スーヴィン (著), 大橋 洋一 (翻訳)、1991、『SFの変容―ある文学ジャンルの詩学と歴史』、国文社 (ISBN:978-

4772000260) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Sarah Orne Jewettを読む 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストの精読とそれに基づく発表およびディスカッションを通して、文学研究に必要な批評的読解の手法と、議論の糸口を見つ

ける能力を身につける訓練を行う。 

 

Through a combination of intensive close readings, presentations, and discussion sections, this course will foster students’ 

reading comprehension abilities, critical thinking mindset, and the skills necessary for literary research, such as their capacity 

for generating commentary and debating with the meaning of works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカはニューイングランド地方を代表する作家のひとり、Sarah Orne Jewettの小説 The Country of the Pointed Firs (1896)を

精読する。メイン州にある小さな町の人々の日常を描く本作を、ジェンダーやセクシュアリティの視点から考察する。 

 

発表担当者は、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる箇所、気になったり印象に残ったりした箇所、

考察をまとめたハンドアウトを用意し、それに基づいて発表をする。担当以外の受講者は毎回作品を読んだ際に生じた疑問点を

少なくとも３つ箇条書きにして用意し、クラスでのディスカッションに参加することが求められる。また、授業後、受講者全員にリア

クション・ペーパーを提出してもらう。  

 

This course will ask students to conduct an intensive close reading of Sarah Orne Jewett's The Country of the Pointed Firs 

(1896). We will consider the book in terms of gender and sexuality as well as how the author describes the people in the small 

community in New England. 

 

Each week, student presenters will prepare summaries of the reading assignments, interpretations of difficult English phrases, 

and a presentation with accompanying handouts where they comment on the most important passages. Students not presenting 

are expected to come prepared with at least three questions or points that they found interesting about the text. The notes will 

help students actively participate in the class discussion. After class, all students will turn in a reaction paper.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. The Country of the Pointed Firs (1) 

3. The Country of the Pointed Firs (2) 

4. The Country of the Pointed Firs (3) 

5. The Country of the Pointed Firs (4) 

6. The Country of the Pointed Firs (5) 

7. The Country of the Pointed Firs (6) 

8. The Country of the Pointed Firs (7) 

9. The Country of the Pointed Firs (8) 

10. The Country of the Pointed Firs (9) 

11. The Country of the Pointed Firs (10) 

12. The Country of the Pointed Firs についての論文・批評を読む 

13. レポート中間報告およびディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員が、その週のリーディング範囲を、単語・熟語を調べながら精読するだけでなく、自らの考えをまとめ、授業内で発言

できるように最低でもコメントを３つ以上用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/授業内のディスカッションへの積極的参加(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Sarah Orne Jewett. 1996. The Country of the Pointed Firs and Other Stories. Penguin Classics (ISBN:0140434763) 

 

参考文献（Readings） 

1. セアラ・オーン・ジュエット（河島弘美訳）、2019、『とんがりモミの木の郷』、岩波文庫 (ISBN:9784003234419) 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

翻訳で良いので、あらかじめ作品を通読しておくことが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀アメリカ文学とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
藤村 希(FUJIMURA NOZOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀のアメリカ文学を読みます。発表と議論を通して、英語で書かれた作品を読み解釈する力、調査・分析する力、口頭およ

び文章で自らの意見を論理的に表現する力を伸ばすことを目指します。 

 

In this course, students will read 19th-century American literature. Through their presentations and discussions, students will 

cultivate their ability to read and interpret works written in English, research and analyze these works, and express their 

opinions logically both in spoken and written formats. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀のアメリカの短編小説や詩を読みます。作品を精読するとともに、作品に描かれる人々の姿に注目しつつ、作家ごとに異

なる表現方法や、作品の背景となるアメリカの歴史や文化への理解を深めます。受講者はグループに分かれ、A）作品の作者、

歴史的背景、難しい語句についてのグループの調査や作品の分析などを配布資料にまとめ発表する、B）作品について 5 つの質

問を用意し、クラス全体での議論の司会をする、といったグループワークを分担します。受講者全員が授業前の準備をし、グルー

プ内・グループ間で協力することが不可欠となります。これらの活動を通して、英語文学を学ぶ上で基礎となるスキルを養いま

す。 

 

Students will read 19th-century American short stories and poems. Students will closely read each work and, paying attention 

to the people depicted in the works, deepen their understanding of each author’s various artistic expressions, as well as 

aspects of American history and culture that serve as these works’ backgrounds. Students will work in groups and participate in 

group activities such as A) giving presentations using handouts that compile the results of the group’s research on the author, 

the work’s historical background, difficult words, and an analysis of the work, and B) preparing 5 questions about the work and 

moderating class discussions about the questions. All students are required to prepare for class and cooperate not only with 

group members but also with other groups. Through these activities, this course aims to cultivate students’ basic skills and 

ability to study English literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Edgar Allan Poe, “The Black Cat”(1) 

3. Edgar Allan Poe, “The Black Cat”(2) 

4. Sarah Orne Jewett, “A White Heron”(1) 

5. Sarah Orne Jewett, “A White Heron”(2) 

6. Walt Whitman と Emily Dickinsonの詩 (1) 

7. Walt Whitman と Emily Dickinsonの詩 (2) 

8. Nathaniel Hawthorne, “The Birth-mark”(1) 

9. Nathaniel Hawthorne, “The Birth-mark”(2) 

10. Nathaniel Hawthorne, “The Birth-mark”(3) 

11. Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper”(1) 

12. Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper”(2) 

13. レポート・ワークショップ 

14. 学期の振り返りと総括  

 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/担当発表(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が全授業回数の 3 分の 1以上になると単位取得が不可となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｄ 

(Preliminary Seminars 1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Happily Ever After? 

担当者名 

（Instructor） 
石川 千暁(ISHIKAWA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品の精読を通して、ジェンダーと階級および人種が複雑に絡まりながら作用している様を理解する。 

 

By taking this course, the students will deepen their understanding of the workings of gender as represented in literature, and 

how they are complicated by the issues of class and race.  

 

授業の内容（Course Contents） 

おとぎ話の世界では、ヒロインは「王子様と結ばれていつまでも幸せに(happily ever after)暮らしました」というハッピーエンドが常

套ですが、アメリカの女性作家たちは結婚という制度をどのように描いてきたでしょうか。 

 

本科目では、導入としてディズニー映画『白雪姫』を参照したのち、19 世紀末から約一世紀の間に書かれた短編小説を 3 作品読

み、英語読解能力を高めるとともに、文学作品の読み方の基礎を学びます。妻／主婦という立場の弱さ、男女間のコミュニケーシ

ョンの難しさ、ドメスティック・ヴァイオレンス、婚外交渉など、結婚にまつわる様々なトピックについて議論します。 

 

授業はあらかじめ決められた発表者グループの発表をもとに進行します。授業貢献度が成績に反映されます。皆さんの積極的な

発言を期待しています。また、授業で扱ったテクストから一作品を選び、自分自身でテーマを設定して期末レポートを書いてもらい

ますので、自分なりの問題意識を持って授業にのぞんでください。 

 

Fairy tales often end with a wedding, and the couple is said to live happily ever after. Historically, however, various women 

novelists have disagreed with this presumption. In this course, we will examine three stories each by a female author in the 

United States. They were written in different times and from different class and racial perspectives, but share some thematic 

concern in common. In class, we will discuss what this common thread is about, as well as the differences that characterize 

each text and author.Discussion topics will include the vulnerability of being a wife, communication challenges between the 

sexes, domestic violence, and adultery. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 白雪姫 1 

3. 白雪姫 2 

4. Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wall-paper" 1 

5. "The Yellow Wall-paper" 2  

6. "The Yellow Wall-paper" 3  

7. Ann Petry, "Like a Winding Sheet" 1 

8. "Like a Winding Sheet" 2 

9. "Like a Winding Sheet" 3 

10. Jhumpa Lahiri, "Sexy" 1 

11. "Sexy" 2 

12. "Sexy" 3  

13. 期末課題準備 

14. 期末課題発表／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テクストの該当箇所を読んで、解らない部分を明らかにしておくこと。担当者は発表準備も行う。 

復習：期末課題に向けて興味を持った点、疑問に思った点を整理しておくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献度(20%)/発表(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｅ 

(Preliminary Seminars 1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリスの戯曲を読むーーショー『ピグマリオン』 読解 

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） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス演劇テクストの精読を通じ、正確な英語読解力を育てるとともに、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意し

ながら作品を批評的に解釈することを目指します。 

 

Through the close reading of a dramatic text in English literature, this course aims at improving students' reading 

comprehension skills, and nourishing their critical reading ability in the context of the work's historical and cultural background.   

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では George Bernard Shaw, Pygmalion  (1937) を、学生の発表を中心とした演習方式で精読します。作者ジョージ・バ

ーナード・ショーは、劇作家・批評家であると同時に社会主義者でもあり、『ピグマリオン』では軽妙洒脱な喜劇的シチュエーション

のうちに、教育による労働者階級と女性の自立という問題を炙り出して見せました。 

 担当者による発表と全員によるディスカッションを通じ、英語力を涵養することはもちろん、批評的に文学作品を解釈する見方を

学びます。具体的には、一見シンデレラ・ストーリーのような設定のうちに、いかに 20 世紀初頭のイギリスの社会問題が論じられ

ているか、またそのテーマがいかに演劇というジャンルにふさわしいかたちで表象されているか、といった諸問題を読み取ります。 

 

   In this class, students will closely read George Bernard Shaw’s Pygmalion (1914; 1941) through their presentations and 

discussions in a seminar style. The author was a socialist as well as a playwright and critic, and he took up the social issues of 

the day—the independence of labour class people and women through education—in an apparently light-hearted comic 

situation.  

   The class aims at improving not only students’ English reading comprehension but the ability of reading literary text from the 

critical viewpoint by their presentations and discussions. More concretely, we will focus on the themes like the serious social 

issues of the early 20th-century English society embedded in what seems like a Cinderella-like fairy tale, or the work’s skillful 

handling of these topics in an appropriate form for drama as a genre.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションーー20 世紀初頭のイギリス社会と演劇 

2. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (1) 

3. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (2) 

4. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (3) 

5. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (4) 

6. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (5) 

7. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (6) 

8. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (7) 

9. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (8) 

10. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (9) 

11. George Bernard Shaw, Pygmalion 読解 (10) 

12. 批評読解  

13. 批評読解  

14. 全体のまとめとレポート作成講座 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

⑴発表担当者のみならず全員が、辞書を引いて英語原文を丹念に読む予習をしてきてください。 

⑵学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回全員に積極的に発言する姿勢が求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度や授業への取り組み(30%) 

欠席が 4 回以上に達すると、自動的に単位修得不可となります。 
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テキスト（Textbooks） 

1. George Bernard Shaw. 2003. Pygmalion. Penguin (ISBN:978-0141439501) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、必要に応じて教員が授業内で示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｆ 

(Preliminary Seminars 1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エドガー・アラン・ポーの短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エドガー・アラン・ポーの短編を通して、アメリカの歴史や文化について学びます。 

扱うのはいずれも短編なので細かく辞書を引き、精読のための基礎的なスキルを身につけます。 

 

In this class, we will read Edgar Allan Poe's short stories and learn the American history and culture. 

The students are encouraged to read very carefully the texts, using dictionaries, in order to acquire and improve basic skills for 

the close reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

エドガー・アラン・ポーは「黒猫」などの短編を数多く残しています。難解な言い回しを多様することも多い作家ですが、いずれも広

く親しまれている作品です。彼のゴシック的な想像力をどのように読み解くことができるのか、作品理解を深めながら考えていきま

す。 

 

Edgar Allan Poe wrote many short stories like "The Black Cat." His language is not always easy to comprehend, but his works 

have a wide readership. Reading closely, we will consider the significance of his gothic imagination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Edgar Allen Poe (1) 

3. Edgar Allen Poe (2) 

4. Edgar Allen Poe (3) 

5. Edgar Allen Poe (4) 

6. Edgar Allen Poe (5) 

7. Edgar Allen Poe (6) 

8. Edgar Allen Poe (7) 

9. Edgar Allen Poe (8) 

10. Edgar Allen Poe (9) 

11. Edgar Allen Poe (10) 

12. Edgar Allen Poe (11) 

13. Edgar Allen Poe (12) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はあらすじ、語句、要点／考察をハンドアウトにまとめ、口頭にて発表することになります。他の受講者は、精読に基づい

た意見とまとめ、交換できるよう準備をしてきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/出席および授業貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｇ 

(Preliminary Seminars 1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初歩の英詩 1 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本格的に英詩を読もうとする場合に必要な形式や韻律についての初歩的知識を身につけながら、英文学史上でよく知られた代

表的作品をじっくり読んで味わい、同じ作品を読んだ参加者同士が議論をぶつけ合う楽しさを味わうことを目標とする。 

 

This course aims to introduce students to English poetry, offer basic knowledge of form and poetic metre, and provide 

opportunities to experience the joy of critical debate through careful reading of historically famous English literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の作品を題材として、格調、脚韻、頭韻、倒置法、擬人法など英詩の規則を一緒に学んだのちに、20 行程度の短い英詩を

毎回一つずつ読んでゆく。授業では二つの担当グループを予め決めて、レジュメを用意してもらい、一方が詩人とその時代、詩の

形式・韻律と内容解釈・評価などについて発表し、他方がそれに対して必ず何らかのコメントをするという形で全員参加の活発な

議論の糸口を作ってもらう。Shakespeare など古い時代の詩も読むが、現代に近い詩を多く取り上げたい。最初の時間に詳しい授

業計画表を配布。 

 

Students will read an English poem of approximately twenty lines every class, and using the works, students will learn about 

tone, rhyme, alliteration, anastrophe, personification, and other poetic devices used in English literature. In addition, students will 

be divided into two groups in class. The first group will prepare and present a handout introducing the author and historical 

background, type of poem, poetic metre, interpretation of content, thoughts, etc. The other group will be required to offer 

commentary on an aspect of the presentation. This structure offers an introduction to academic debate and provides 

opportunity for active participation from every student. Reading selections will cover both old poetry (Shakespeare, etc.) and 

modern poetry. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介/英詩の規則 1 

2. 英詩の規則 2 

3. 英詩の規則 3 

4. 英詩の読解 1 

5. 英詩の読解 2 

6. 英詩の読解 3 

7. 英詩の読解 4 

8. 英詩の読解 5 

9. 英詩の読解 6 

10. 英詩の読解 7 

11. 英詩の読解 8 

12. 英詩の読解 9 

13. 英詩の読解 10 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで英詩を読んだことがあれば、再読しておく。毎回扱う英詩のプリントを授業の前に予め読んで準備し、授業

の後には紹介された参照文献も参照して詩の把握を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)40%, 担当時の発表内容 40%, 発

表担当時以外の授業での発言 20%） 

 

テキスト（Textbooks） 
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最初の時間にプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

英詩の規則書はプリントで配布。その他は、教室で折に触れて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。やむを得ない理由で欠席する場合はメールで事前連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの小説を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 理矢(TAKEUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの小説を読み、発表と討論を通して、作品の解釈や批評の方法など文学研究に必要な基礎力を養う。 

 

This course will develop fundamental literary research skills such as reading comprehension and critical analysis through 

presenting about and debating American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ南部作家の短篇小説を精読する。扱う作家は、20 世紀アメリカ文学を代表する作家ウィリアム・フォークナー、村上春樹

訳でふたたび脚光をあびているトルーマン・カポーティ、カーソン・マッカラーズを予定している。英文を精読し読解力を高めなが

ら、人種的な覚醒にひそむ不安と悲哀、人間の孤独と不安の綾なす幻想的な世界、移動する人間の追憶と過去、愛をめぐる女

性の生き方と悲しみなどを考察していく。作品の精読を通して英文解釈力を向上させつつ、アメリカ南部の歴史と文化および人間

の心理や行動への理解を深めることを目標とする。 

 

 Intensive reading will focus on short stories from the American South. Featured authors will include representative authors of 

20th century American literature such as William Faulkner and others, such as Truman Capote and Carson McCullers, once 

again in the limelight thanks to translations done by Haruki Murakami. While improving English reading comprehension through 

intensive reading, students will experience and consider the anxiety and grief of racial awakening, human loneliness and 

manipulated emotions, immigrant memories and past lives, and the life and sadness of women surrounded by love detailed in the 

assigned works. Students will also deepen their understanding of the history and culture of the American South, human 

psychology and behavior, and the immigrant mindset. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（「サザン・ルネッサンス」について） 

2. Faulkner短篇精読 1 

3. Faulkner短篇精読 2 

4. Faulkner短篇精読 3 

5. Faulkner短篇精読 4 

6. Faulkner短篇精読 5 

7. Capote 短篇精読 1 

8. Capote 短篇精読 2 

9. Capote 短篇精読 3 

10. Capote 短篇精読 4 

11. McCullers 短篇精読 1 

12. McCullers 短篇精読 2 

13. McCullers 短篇精読 3 

14. McCullers 短篇精読 4 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生が主体となる授業である。受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授業

内で示すことできるように準備すること。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次週につなげていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・討論・提出物(30%)/発表・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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『フォークナー短編集』新潮文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初歩の英詩 2 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本格的に英詩を読もうとする場合に必要な形式や韻律についての初歩的知識を身につけながら、英文学史上でよく知られた代

表的作品をじっくり読んで味わい、同じ作品を読んだ参加者同士が議論をぶつけ合う楽しさを味わうことを目標とする。 

 

This course aims to introduce students to English poetry, offer basic knowledge of form and poetic metre, and provide 

opportunities to experience the joy of critical debate through careful reading of historically famous English literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の作品を題材として、格調、脚韻、頭韻、倒置法、擬人法など英詩の規則を一緒に学んだのちに、20 行程度の短い英詩を

毎回一つずつ読んでゆく。授業では二つの担当グループを予め決めて、レジュメを用意してもらい、一方が詩人とその時代、詩の

形式・韻律と内容解釈・評価などについて発表し、他方がそれに対して必ず何らかのコメントをするという形で全員参加の活発な

議論の糸口を作ってもらう。Shakespeare など古い時代の詩も読むが、現代に近い詩を多く取り上げたい。最初の時間に詳しい授

業計画表を配布。 

 

Students will read an English poem of approximately twenty lines every class, and using the works, students will learn about 

tone, rhyme, alliteration, anastrophe, personification, and other poetic devices used in English literature. In addition, students will 

be divided into two groups in class. The first group will prepare and present a handout introducing the author and historical 

background, type of poem, poetic metre, interpretation of content, thoughts, etc. The other group will be required to offer 

commentary on an aspect of the presentation. This structure offers an introduction to academic debate and provides 

opportunity for active participation from every student. Reading selections will cover both old poetry (Shakespeare, etc.) and 

modern poetry. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介/英詩の規則 1 

2. 英詩の規則 2 

3. 英詩の規則 3 

4. 英詩の読解 1 

5. 英詩の読解 2 

6. 英詩の読解 3 

7. 英詩の読解 4 

8. 英詩の読解 5 

9. 英詩の読解 6 

10. 英詩の読解 7 

11. 英詩の読解 8 

12. 英詩の読解 9 

13. 英詩の読解 10 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで英詩を読んだことがあれば、再読しておく。毎回扱う英詩のプリントを授業の前に予め読んで準備し、授業

の後には紹介された参照文献も参照して詩の把握を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

最初の時間にプリントを配布。 
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参考文献（Readings） 

英詩の規則書はプリントで配布。その他は、教室で折に触れて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。やむを得ない理由で欠席する場合はメールで事前連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国・アイルランドの短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 太郎(ISHIKAWA TARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国・アイルランドの短編小説を読む事で文学研究の基礎を学ぶ。特に１９世紀末・２０世紀初頭から第２次世界大戦前までを扱

う予定。こうする事で特定の時代、場所（イギリス・アイルランド）の文化を視野に入れながら文学テキストを読み解く練習をする。

具体的には文学と、写真技術や映画等の映像文化と文学テクストとの関係を中心に、文学史では「世紀末」「モダニズム」と形容

される時代を読み解く事が目標。 

 

This course will teach fundamental skills for literary research through reading British and Irish short stories. Texts will deal with 

the late 19th century and early 20th century literary works predating the second world war. By selecting works from a specific 

period and location (UK and Ireland), students will practice intensive reading with cultural and historical understandings of each 

work. Specifically, this course aims to offer insights into the periods, Fin de siecle and Modernism through literature, 

photography, film, and other visual media. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ディベートを通して毎週１つの作品について、多方面からアプローチする事で観察眼・批評眼を養う事が目標。クラス全体を３～４

人のグループごとに分けて、毎週あらかじめ決めておいた作品を扱う。司会、肯定側、否定側に分かれて１つの作品を議論し合う

事で、なるべく多角的、多面的な読み方を出せるようにしたい。授業の前に各グループは与えられた作品のリサーチが必ず必要

になる。また、個人、グループで意見をまとめておく事が大事。 

 

Students will engage in debate regarding one literary work per week. The aim is to develop students' critical thinking skills 

through multifaceted discussions. Groups will be made of three to four students and each group will be assigned a literary work 

each week. Debate assignments will consist of the chair, affirmative, and negative. Debating differing positions allows students 

to experience a variety of interpretations and reading methods. Groups must conduct research on the assigned literary work 

before each class begins. Summarizing individual and group opinions is also important. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（グループ分け・授業で扱う作品の発表・ディベートについての説明を行う） 

2. 短編小説の講読１: Oscar Wilde, ‘The Happy Prince’ディベート 

3. 短編小説の講読２: Oscar Wilde, ‘The Nightingale and The Rose’ディベート 

4. 短編小説の講読３: Sir Arthur Conan Doyle, ‘A Case of Identity’from Adventures of Sherlock Holmes ディベート 

5. 短編小説の講読４: Charles Dickens ‘The Signalman’ディベート 

6. 短編小説の講読５: H. G. Wells, ‘The New Accelerator’ ディベート 

7. 短編小説の講読６: Joseph Conrad, ‘An Outpost of Progress’ディベート 

8. 短編小説の講読７: Rudyard Kipling,‘Mrs Bathurst’ディベート 

9. 短編小説の講読８: Elizabeth Bowen,‘Dead Mabelle’ディベート 

10. 短編小説の講読９: Virginia Woolf, ‘The Mark on The Wall’ディベート 

11. 短編小説の講読１０: Virginia Woolf, ‘Kew Gardens’ディベート 

12. 短編小説の講読１１: James Joyce, ‘The Dead’(1)内容の確認及び映画 'The Dead'鑑賞予定 

13. 短編小説の講読１２: James Joyce, ‘The Dead’(2)ディベート 

14. まとめ（これまで授業で扱った内容のまとめとレポートの書き方） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

英・アイルランド文学の基礎知識はもちろんのこと、授業で取り扱う作家の他の作品もなるべくたくさん読んでおくことが望ましい。

特に、英国とアイルランドの文化の違いについての知識はどれだけあってもありすぎではない。また、学生の様子、取り組み方に

応じて教員側から補助プリントの配布や、あらかじめ読んでおくべき文献の指定が出る場合がある。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（授業、つまりディベート参加度最重視。また、毎回授業後にコメントカード兼出席表を提

出してもらうが、この内容と高い提出率が重視される。）(30%) 

授業計画で指定されている作家と作品は教員があらかじめコピーして学生全員に配布予定。また、あくまで予定なので、作家や

作品は変更になる可能性がある。もしも希望の作家や作品があったらぜひ教員まで申し出て欲しい。 

 

テキスト（Textbooks） 

なるべく雰囲気重視で楽しく学んで議論出来る授業にして行きたいと考えています。一緒に、ゆっくり楽しく頑張りましょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｄ 

(Preliminary Seminars 2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
侘美 真理(TAKUMI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

時代の異なるイギリス短編小説を精読する。テーマはリアリズムから幻想・怪奇的なものなど幅広く、かつ現代、20 世紀、19 世紀

と時代の異なる作品を取り上げる。まずは丁寧に読みながら出来事や情景・心理描写を正確に捉えられるように努める。また、各

小説の雰囲気の違いを味わいつつ、時代背景、物語構造、ゴシック性、階級、ジェンダー、セクシュアリティなど様々な角度や論

点からそれぞれのテクストを検証する。言葉の遣い方や表現のニュアンスを確認するほか、テクストを深く読み込み、文学の読み

方の基礎を学ぶことも目的の一つである。歴史的・文学史的背景への理解や文学作品としての技法や解釈の重層性についての

理解を深めることを目標とする。 

 

This course aims to develop students' ability to read literary texts in English, and we will read some British short stories widely 

ranging from the contemporary to the Victorian. Most of the stories have some ghostly and eerie tastes. The course will ask 

students to read each text closely to learn the basics of reading novels as literary texts. Through practicing the techniques of 

close reading, we will explore different ways of the writers presenting their visions of life, paying special attention to both 

stylistic and social issues. Another goal of this course is to provide students with the historical and literary background to let 

them have different approaches to studying and interpreting literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、毎回指定された部分を精読する。あらかじめ全員に読んできてもらうので、その部分は英語に関して綿密な予

習が必須となる。後半は発表及びディスカッションとする。発表担当者は担当する短編をあらかじめ読んだ上で幾つか問題設定

を行い、議論のポイントと考えられる問題や疑問点などを提示し、それに対する自分の意見を述べる。その意見に対してクラス全

体で議論する。さらに、次の回の発表担当者は授業での議論を踏まえた上で、自分なりのテーマを見つけて発表する。発表に関

して質疑応答も行う。 

 

The first half of each class will consist of students' intensive readings of assigned passages. Every one of them attending the 

class is required to have done the task of necessary preparation before class for close reading of the passages and extracts. 

The second half of the class will consist of students' presentations and discussions. Students assigned to give presentations 

need to produce handouts. They are expected to prepare some questions for discussion as well as give their own answers to 

each of them. Students assigned for the next class also need to produce handouts. They are expected to analyze the text and 

introduce their understandings and analysis in their presentations. They will be asked to share the textual analysis with their 

peers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品(1)（現代）を読む 

3. 作品(1)（現代）を読む 

4. 作品(1)（現代）を読む 

5. 作品(2)（20 世紀初頭）を読む 

6. 作品(2)（20 世紀初頭）を読む 

7. 作品(2)（20 世紀初頭）を読む 

8. 作品(3)（世紀末）を読む 

9. 作品(3)（世紀末）を読む 

10. 作品(3)（世紀末）を読む 

11. 作品(4)（19 世紀）を読む 

12. 作品(4)（19 世紀）を読む 

13. 作品(4)（19 世紀）を読む 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された部分を毎回必ず精読してくること。授業にも辞書を持ってくること。発表者は人数分レジュメを用意するなど、十分に備
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えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業貢献度(30%)/発表・発表内容(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中にその都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 977 - 

■AM035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｅ 

(Preliminary Seminars 2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジャック・ロンドンとスティーブン・クレインの短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジャック・ロンドンとスティーブン・クレインの作品を通して、アメリカの歴史や文化について学びます。 

扱うのはいずれも短編なので細かく辞書を引き、精読のための基礎的なスキルを身につけます。 

 

In this class, we will read Jack London's and Stephen Crane's short stories and learn the American history and culture. 

The students are encouraged to read very carefully the texts, using dictionaries, in order to acquire and improve basic skills for 

the close reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ジャック・ロンドンとスティーブン・クレインは自然主義作家としてしられています。特に人間が太刀打ちできない自然の厳しさの

中、登場人物たちの生がどのように描かれているのか、精読を通して作品理解を深めていきます。 

 

Jack London and Stephen Crane are known as the naturalist. Focusing on the nature's overwhelming power, we will consider 

how the life of their characters are depicted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Jack London (1) 

3. Jack London (2) 

4. Jack London (3) 

5. Jack London (4) 

6. Stephen Crane(1) 

7. Stephen Crane(2) 

8. Stephen Crane(3) 

9. Stephen Crane(4) 

10. Stephen Crane(5) 

11. Stephen Crane(6) 

12. Stephen Crane(7) 

13. Stephen Crane(8) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はあらすじ、語句、要点／考察をハンドアウトにまとめ、口頭にて発表することになります。他の受講者は、精読に基づい

た意見とまとめ、交換できるよう準備をしてきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/出席および授業貢献(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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■AM036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｆ 

(Preliminary Seminars 2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サイエンスフィクションの短編を読む―ディストピア作品を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サイエンスフィクションの短編を丹念に読むことで、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門用語と分析技法」

を使って「より高度な読解力」を培う。具体的には、テクストのより深い読解、テーマを設定したうえでの論点分析、ならびにテクス

トに基づいた論理的な議論・レポート作成を実践することで、文学批評の基礎を学ぶ。 

 

Through reading sf short stories, this course aims to foster and enhance the skills of close reading. It will introduce some 

important literary terms and effective methods for literary analysis as outlined in the curriculum map. Specifically, the students 

will be guided to analyse various themes and topics and to communicate ideas effectively in group discussion and academic 

essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではサイエンスフィクションの短編、特にディストピア的な作品群を精読することを通して、各作品が如何に読者の持つ

現実規範を疑うように仕向けるかを分析・議論し、加えてディストピア文学の機能を考察する。内容の理解だけでなく、語りの形式

や作品のテーマについて踏み込んだ議論をする。物事を批判的に捉えようとする意欲がクラスでは求められる。また授業の後半

では、異なる作品を比較することで、語りの手法の違いがもたらす効果や、内容と形式の関係性についても深く考察する。 

 

The course will introduce the students to various sf short stories, especially dystopian ones. The students will be asked to 

analyse and discuss how each story questions the reader’s normative sense of reality, and also observe how dystopian fiction 

functions. The course will help the students not only to understand the text on the surface level, but to conduct in-depth 

analysis of styles of narrative and themes. Critical thinking is key. In the latter half of the course, the students are encouraged 

to compare the selected short stories in order to identify differences in storytelling methods and to think critically about the 

relationship between form and content.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. Ayn Rand, _Anthem_ (1937) (1)  

3. Ayn Rand, _Anthem_ (1937) (2)  

4. Ma Boyong, “The City of Silence” (2012) (1) 

5. Ma Boyong, “The City of Silence” (2012) (2)  

6. Angela Carter, “The Company of Wolves” (1979)  

7. Angela Carter, “The Fall River Axe Murders” (1981) (1) 

8. Angela Carter, “The Fall River Axe Murders” (1981) (2) 

9. James Tiptree, Jr. “The Women Men Don’t See” (1973) 

10. Ursula K. Le Guin, “The Ones Who Walk Away from Omelas" (1973) 

11. Ursula K. Le Guin, “The Day before the Revolution” (1974)  

12. Joanna Russ, “When It Changed” (1972)  

13. Evie Shockley, “Separation Anxiety” (2000) 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは授業で学んだことを

ベースにしながら、いくつかの作品を比較しつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｇ 

(Preliminary Seminars 2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Toni Morrison を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストの精読とそれに基づく発表およびディスカッションを通して、文学研究に必要な批評的読解の手法と、議論の糸口を見つ

ける能力を身につける訓練を行う。 

 

Through a combination of intensive close readings, presentations, and discussion sections, this course will foster students’ 

reading comprehension abilities, critical thinking mindset, and the skills necessary for literary research, such as their capacity 

for generating commentary and debating with the meaning of works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年（2019 年）惜しくも亡くなったアフリカ系アメリカ人作家 Toni Morrison の第１作目 The Bluest Eye (1970)を精読する。米国の

文化・歴史・政治的文脈を踏まえた上で、人種、ジェンダー、セクシュアリティの問題とそれに基づくテクスト分析の基礎を学ぶ。 

 

発表担当者は、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる箇所、気になったり印象に残ったりした箇所、

感想などをまとめたハンドアウトを用意し、それに基づいて発表をする。担当以外の受講者は毎回作品を読んだ際に生じた疑問

点を少なくとも３つ箇条書きにして用意し、クラスでのディスカッションに参加することが求められる。 また、授業後、受講者全員に

リアクション・ペーパーを提出してもらう。 

 

Students will conduct an intensive close reading of African-American author Toni Morrison’s first work, The Bluest Eye (1970). 

By understanding the cultural, historical, and political context in the United States, students will learn how to analyze the text in 

terms of gender, race, and sexuality. 

 

Each week, selected student will prepare summaries of the reading assignments, interpretations of difficult English phrases, and 

a presentation with accompanying handouts where they comment on the most important passages. Students not presenting are 

expected to come prepared with at least three questions or points that they found interesting about the text. The notes will 

help students actively participate in the class discussion. After class, all students will turn in a reaction paper.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. The Bluest Eye (1) 

3. The Bluest Eye (2) 

4. The Bluest Eye (3) 

5. The Bluest Eye (4) 

6. The Bluest Eye (5) 

7. The Bluest Eye (6) 

8. The Bluest Eye (7) 

9. The Bluest Eye (8) 

10. The Bluest Eye (9) 

11. The Bluest Eye (10) 

12. The Bluest Eye (11) 

13. レポート中間報告およびディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員が、その週のリーディング範囲を、単語・熟語を調べながら精読するだけでなく、自らの考えをまとめ、授業内で発言

できるように最低でもコメントを３つ以上用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 982 - 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Toni Morrison. 1999. The Bluest Eye. Vintage (ISBN:0099759918) 

 

参考文献（Readings） 

1. トニ・モリスン（大社淑子訳）、2001、『青い眼がほしい』、早川書房 (ISBN:4151200061) 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

翻訳で良いので、あらかじめ作品を通読しておくことが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ａ 

(Preliminary English Seminars 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Regionalism and Diversity in American Literature 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The first goal of this class is to understand the relationship between major American writers and the literary movements they 

are associated with. The second goal of this class is to understand the historical events that influenced those writers and 

literary movements.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will present an overview of some of the major American literary movements and the authors and works of fiction 

associated with them. Students will read and analyze a wide variety of works and consider the historical events and social 

movements from different regions of the United States. The main movements that will be explored are Romanticism, Realism, 

Modernism, Harlem Renaissance, and Post-Modernism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction, introduction to Romanticism (New England) 

2. Romanticism 1: The American Renaissance (New England) 

3. Romanticism 2: Romanticism and American Gothic (Southern America) 

4. Romanticism 3 and introduction to Realism (American travelers) 

5. Realism 1 (Midwest and Southern America) 

6. Realism 2 and introduction to Modernism (Americans living abroad) 

7. Modernism 1 (20th century worldwide trends in literature and America) 

8. Modernism 2 and introduction to Harlem Renaissance (20th century New York) 

9. Harlem Renaissance 1 (African Americans in the East) 

10. Harlem Renaissance 2 and introduction to Post-Modernism (African Americans in the South) 

11. Post-Modernism 1 (Immigrant authors in America) 

12. Post-Modernism 2 (20th century New England) 

13. Post-Modernism 3 (20th century Mid-west) 

14. Final wrap-up and discussion of current literary trends 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete all readings and homework outside of class. Incomplete homework and failure to prepare for 

class discussions will result in a lower grade. Students must complete their final reports by the deadline in order to pass the 

course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mid-term Report(30%)/Active class participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary English Seminars 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature of the American Dream (1) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To assist the students in their ability to read, discuss, and analyze major themes in American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The American Dream is a recurring theme in the nation’s literature. Using examples from literature and their film adaptations, 

this course will introduce students to the concept of the American Dream and show how this theme evolved as the nation 

developed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the American Dream 

2. Horatio Alger: Ragged Dick 

3. Horatio Alger: Ragged Dick 

4. Immigrants and the American Dream: Willa Cather’s My Antonia 

5. Immigrants and the American Dream: Willa Cather’s My Antonia 

6. Theodore Dreiser: Sister Carrie 

7. Theodore Dreiser: Sister Carrie 

8. Theodore Dreiser: Sister Carrie(First Response Paper due) 

9. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 

10. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 

11. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (Second Response Paper due) 

12. The American Dream Denied: Richard Wright’s Native Son 

13. The American Dream Denied: Richard Wright’s Native Son (Third Response Paper due) 

14. Final Oral Presentation and Written Project 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to complete all weekly reading assignments before class. Response papers must be typed and submitted 

on time as they are essential to participate in class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(30%)/Response Papers(30%)/Final Oral Presentation(40%) 

No textbook is required. Handouts will be provided. Students who miss four classes will not receive credit for this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary English Seminars 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The poetry of place - Philip Larkin and modern Britain 

担当者名 

（Instructor） 
ハディンハム(HADINGHAM OLIVER E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

2020 年 3 月 31 日付 担当者変更 

【変更前】ヨッフェ→【変更後】 ハディンハム 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Philip Larkin (1922-1985) is considered among the leading poets of the twentieth century. His poems  continue to be highly 

regarded by the literary world and the general reader. Larkin thought his poetry appealed to people as it illuminated common 

experience and feeling. This course focuses on how Larkin's poems convey the experience of living in modern Britain. Larkin 

wanted people reading his poems to respond in agreement, “Yes, I know what you mean, life is like that.” Through ordinary 

language, his poems can illuminate quite powerful experiences that we all share, no matter where we live.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Each week students will read and analyse a poem. Through this, students will better understand how Larkin captured common 

experiences and emotions. This offers students an opportunity to learn about the society and culture of postwar Britain. 

Students are encouraged to reflect on their own experiences and feelings, and to appreciate the tone and texture of modern 

life.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview 

2. Post-war Britain - society & culture 

3. Poem 1 

4. Poem 2 

5. Assignment 1 

6. Assignment 1 

7. Poem 3  

8. Poem 4  

9. Poem 5 

10. Report - planning 

11. Report - writing 

12. Poem 6 

13. Poem 7 

14. Final test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read the poem outside of class to prepare for each lesson. Students are also expected to take notes 

about the poem so they can take an active role in discussing the poem in class. Approximately two hours of study a week will 

be necessary for this course. Extra reading may be required to prepare for exams and final papers. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Assignment 1(30%)/Attendance & Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Martin Amis. 2013. Philip Larkin Poems: Selected by Martin Amis. Faber (ISBN:978-0571258116) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｄ 

(Preliminary English Seminars 1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading and Analyzing American Short Stories 1 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this class is to introduce students to the joys and complexities of reading, interpreting, discussing, and writing about 

literary texts. More specifically, by actively engaging in reading, writing, speaking and listening tasks that focus on literary works, 

students will increase their vocabularies and strengthen their abilities in speaking and writing. Other aims are to improve abilities 

in giving English presentations, and in writing well-organized literary analysis essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will feature opportunities for students to read, write about, and discuss some well-known American short stories. 

Students will respond to literary texts through presentations, short writing assignments, or other forms of expression. These 

responses will solidify knowledge of vocabulary, sentence structure, and style along with the ability to use this knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; “A Day’s Wait,” Ernest Hemingway 

In-class: Explanation of syllabus, schedule, objectives, and expectations. Followed by 

Preparing to Read; discussing questions about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

2. “A Day’s Wait”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Write a dialog between Schatz and the father, for dramatization next class 

3. “A Day’s Wait”  

In-class: Dialog dramatizations. Followed by “Thank You, Ma’m,” Langston Hughes, Preparing to Read; discussing 

questions about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write  

answers in notebooks 

4. “Thank You, Ma’m”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing 1, for dramatization next class 

5. “Thank You, Ma’m”  

In-class: Dialog dramatizations. Followed by “The Circuit,” Francisco Jimenez, Preparing to Read; discussing questions 

about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

6. “The Circuit”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class 

7. “The Circuit” 

In-class: Paragraph presentations. Followed by “The Last Leaf,” O. Henry, Preparing to Read; discussing questions about 

themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

8. “The Last Leaf”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing 5, for presentation next class 
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9. “The Last Leaf”  

In-class: Presentations 

10. “The Lottery,” Shirley Jackson 

In-class: Preparing to Read; vocabulary tasks; close reading of opening paragraphs; discussing questions about themes, 

key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write  

answers in notebooks  

11. “The Lottery”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Prepare dramatizations for next class 

12. “The Lottery”  

In-class: Dramatizations  

Homework: Prepare presentations 

13. “The Lottery”  

In-class: Presentations 

Homework: Prepare final essay 

14. Review; final essays due. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read the stories and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

homework(30%)/participation in class activities(30%)/presentations(20%)/final essay(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Judith Kay, Rosemary Gelshenen. 2012. Discovering Fiction 2, A Reader of North American Short Stories, 2nd edition. 

Cambridge (ISBN:9781107622142) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students who are absent more than three times and/or are frequently late will not receive credit for the course.  

 

注意事項（Notice） 
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■AM045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｅ 

(Preliminary English Seminars 1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Fantasy Literature (1): J. R. R. Tolkien, The Hobbit 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the cultural/literary/narrative 

content of a fantasy novel, (2) to consider the mythological form of a literary text, and (3) to guide the student through the 

basics of writing a coherent critical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

With the publication of J. R. R. Tolkien’s The Hobbit (1937), a new age of fantasy literature dawned in English literature. 

Although Tolkien’s novel borrowed widely from the lore and myth of the European tradition, his tales of adventure and magic 

brought these ancient traditions into the 20th century in language that was as poetic as it was inviting. In this course, we will be 

discussing the contours of Tolkien’s “Middle Earth” as well as the paratextual literature that surrounds Tolkien’s unique fantasy 

world.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

Reading: The Hobbit, Paratexts and Illustrations 

2. Week 2: "An Unexpected Party" 

Reading: The Hobbit, (pp. 3-26) 

3. Week 3: Chapters II and III 

Reading: The Hobbit, (pp. 27-51) 

4. Week 3: Chapters IV and V 

Reading: The Hobbit, (pp. 52-84) 

5. Week 5: "Out of the Frying-Pan into the Fire" 

Reading: The Hobbit, (pp. 85-104) 

6. Week 6: "Queer Lodgings" 

Reading: The Hobbit, (pp. 105-129) 

7. Week 7: Chapters VIII and IX 

Reading: The Hobbit, (pp. 130-173) 

8. Week 8: Chapters X and XI 

Reading: The Hobbit, (pp. 174-194) 

9. Week 8: Chapters XII and XIII 

Reading: The Hobbit, (pp. 195-224) 

10. Week 10: "Fire and Water" 

Reading: The Hobbit, (pp. 225-233) 

11. Week 11: Chapters XV and XVI 

Reading: The Hobbit, (pp. 234-249) 

12. Week 12: Chapters XVII and XVIII 

Reading: The Hobbit, (pp. 250-260) 

13. Week 13: "The Last Stage" 

Reading: The Hobbit, (pp. 261-276) 

14. Final In-Class Quiz and Evaluation  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will have reading assignments every week and will engage in research for the final report. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Discussion, weekly assignments, and participation(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. J. R. R. Tolkien. 2011. The Hobbit. Harper Collins (ISBN:9780261103344) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｆ 

(Preliminary English Seminars 1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Two Stories about Friendship across Racial Barrier: Driving Miss Daisy and The Help 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning - listening, reading, speaking and writing - through various actiivities.  The 

background of slavery and racism in America is crucial to the understanding of these stories, so students are encouraged to 

think about issues like racial and social injustices.  

 

   

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on Alfred Uhry's Driving Miss Daisy and Kathryn Stockett's The Help will be given.  Uhry's play is about 

a long-lasting friendship between a domineering Jewish woman and her black chauffeur.  It also refers to historical figures or 

events that serve as a reminder of racism versus the Civil Rights Moverment in the States.  The characters of The Help are 

black maids and a group of white middle-class women.  Their interactions and conflicts are interwoven into this novel set in 

early 1960s Mississippi.  Students are required to prepare the assigned reading, give a short-presentation, participate in 

discussions, and write comments at the end of each class.  An end-of-term essay about 350 words is also required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: background information 

2. Hoke's patience and determination 

3. Misunderstanding: a can of salmon 

4. The difficulty of driving while black 

5. Hoke's kindness: the ice storm 

6. Martin Luther King dinner 

7. Daisy's dementia 

8. The Help: Aibileen's work at the Leefolt household 

9.  Miss Hilly versus Miss Skeeter 

10. The colored bathroom and Milly's unemployment  

11. Miss Celia Foote 

12. Miss Skeeter's career ambition 

13. Miss Skeeter's ex-maid Constantine 

14. Aibileen's defiance 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is necessary to know about the history of slavery and Jim Crow in the States. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/attendance and participation(30%)/oral presentation and written comments(30%) 

Students who attend less than two-thirds of classes are ineligible for the credits, and attendance thirty minutes after the start 

is regarded as absence. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Alfred Uhry. Driving Miss Daisy. Dramatists Play Service 

2. Kathryn Stockett. The Help. Berkley Books 

 

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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■AM047 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｇ 

(Preliminary English Seminars 1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

New England and the Natural World: Representations of Nature in Philosophy, Poetry, 

Art, and Music 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course has two main goals: 1) to improve students' knowledge of America's literary and cultural history, and 2) to 

understand nature's significant role in the consciousness of American philosophers, artists, musicians, and writers.  

 

授業の内容（Course Contents） 

American literature has a tradition of using imagery, symbolism, and metaphors of the natural world in order to express a variety 

of emotions, and discuss numerous subjects such as politics, individuality, religion, and life and death. In this course, students 

will explore the theme of "nature" and how it influenced a diverse group of people in the U.S.. For the first few classes, we will 

focus on a broader understanding of New England philosophy and history. Then we will examine culturally significant works of 

art, music, and poetry to further deepen our understanding of the meaning of "nature" in the broader American context.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction, syllabus review, and short introduction to New England and its history  

2. Puritan Poetry (Anne Bradstreet) 

3. Native American poetry (various)  

4. 19th century ideas and philosophy on "nature" (Ralph Waldo Emerson)  

5. Images of nature in 19th century American art; art's important influence on 19th century American society  

6. 19th century nature poets (Emily Dickinson)  

7. 19th century nature poets (Emily Dickinson part 2)  

8. 19th century nature poets (Walt Whitman)  

9. 19th-20th century New England composers; how the natural world inspired their music  

10. Images of nature in 20th century American art; comparison to images of nature in 19th century American art  

11. 20th century nature poets (Robert Frost)  

12. 20th century nature poets (Joy Harjo) 

13. 20th century nature poets (Hyejung Kook)  

14. Final review and discussion  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete all readings and homework outside of class. Incomplete homework and failure to prepare for 

class discussions will result in a lower grade. Students must complete their final reports by the deadline in order to pass the 

course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Active class participation(30%)/Homework(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary English Seminars 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
An Introduction to American Gothic Literature 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will have two goals: 1) for students to improve their English and learn about interpreting and analyzing literature, 

and 2) to learn about the Gothic genre and its importance to the American literary canon. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will focus on Gothic literature in America from the 19th century to the present. After learning about the basic 

elements of the Gothic as a literary genre, students will have the chance to examine different sub-genres. They will also try to 

make connections between the Gothic and other literary genres, such as fantasy, realism, science fiction, and romanticism. 

Emphasis will be placed on understanding and explaining why Gothic is considered to be "scary." To that end, we will frequently 

discuss the use of (or lack of) supernatural and psychological elements in the stories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; lecture on defining the Gothic genre 

2. Lecture and discussion about early American Gothic 

3. Early New England Gothic Part 1 (Movie: "The Legend of Sleepy Hollow") 

4. Early New England Gothic Part 2 ("Young Goodman Brown" by Nathaniel Hawthorne) 

5. Southern Gothic Part 1 ("The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe) 

6. Southern Gothic Part 2 ("The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe) 

7. 19th Century Gothic (Movie: "The Corpse Bride") 

8. Turn-of-the-century Gothic Part 1 ("The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman) 

9. Turn-of-the-century Gothic Part 2 ("The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman) 

10. Supernatural Gothic ("The Lost Ghost" by Mary Wilkins Freeman) 

11. Science Fiction Gothic ("The Scythe" by Ray Bradbury) 

12. Domestic & Psychological Gothic Part 1 ("The Possibility of Evil" by Shirley Jackson)  

13. Domestic & Psychological Gothic Part 2 (Movie: "Coraline") 

14. Final review and discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete all readings and homework outside of class. Incomplete homework and failure to prepare for 

class discussions will result in a lower grade. Students must complete their final reports by the deadline in order to pass the 

course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm report(40%)/Active class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary English Seminars 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature of the American Dream (2) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To assist the students in their ability to read, discuss, and analyze major themes in American literature. Students will also be 

introduced to academic writing on literary topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In the second semester of our studies on the theme of the American Dream, we will focus on John Steinbeck’s novel Of Mice 

and Men (1937). The course will begin with a review of the events leading up to the Great Depression of 1929 in an attempt to 

establish how this catastrophic event nearly destroyed the reality of the American Dream, even though it could not do so in the 

hearts and minds of the American people. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Great Depression and Its Impact on the American Dream 

2. Of Mice and Men Reading and Discussion 

3. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

4. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

5. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

6. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

7. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

8. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

9. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

10. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

11. Of Mice and Men Film Version 

12. Presentation and Discussion: (Response Paper due) 

13. Discussion and Class Summation 

14. Final Oral Presentation and Submission of Final Writing Project 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be assigned 10 to 15 pages of reading homework every week. During the semester, each student will be required 

to participate in a group presentation on the readings. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/Response Paper(20%)/Group Presentation(20%)/Final Oral Presentation and Final 

Writing Project(40%) 

Students who miss four classes will not receive credit for this course unless they provide an officially approved excuse. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Steinbeck. 2014. Of Mice and Men. Penguin Classics (10: 0141396032) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary English Seminars 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Global Issues 

担当者名 

（Instructor） 
ハディンハム(HADINGHAM OLIVER E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

2020 年 3 月 31 日付 担当者変更 

【変更前】ヨッフェ→【変更後】 ハディンハム 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objectives of this course are to better students’ knowledge of two specific challenges facing the international 

community today, to further improve the communicative skills of the class members; and to provide students with opportunities 

to conduct independent research and deliver presentations in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The instructor will choose specific topics and students will be expected to do readings and complete other thematic 

assignments. Students will be expected to engage in group discussions and come to class prepared. 

All students will deliver two 6-8 min presentations on specific global issues and submit 1 essay.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course: expectations    

2. Globalisation - the best of times 

3. Globalisation - the worst of times 

4. Global Issue I - migration (when, where, why) 

5. Migration - consequences 

6. Migration - case studies 

7. Presentation (1a): Theme: Immigration 

8. Presentation (1b): Theme: Immigration 

9. Global Issue II - the new world 

10. China 

11. USA 

12. Russia 

13. Presentations (2a)  

Students will be divided into two groups. First group will make presentations. 

14. Presentations (2b) 

Second group will make presentations. 

Feedback on Presentation II 

Course wrap up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Readings will be assigned for every class. Students will be expected to prepare for discussions at home. Students will also 

deliver two presentations, take part in group projects and discussions  

 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation I(25%)/Presentation II(30%)/In class discussions (evaluated 2 times)(20%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. Students are responsible for bringing all required material to class.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｄ 

(Preliminary English Seminars 2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading and Analyzing American Short Fiction 2 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this class is to further develop students’ appreciation of the joys and complexities of reading, interpreting, 

discussing, and writing about literary texts. More specifically, by actively engaging in reading, writing, speaking and listening tasks 

that focus on literary works, students will increase their vocabularies and strengthen their abilities in speaking and writing. Other 

aims are to improve abilities in giving English presentations, and in writing well-organized literary analysis essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will feature opportunities for students to read, write about, and discuss some well-known American short stories. 

Students will respond to literary texts through presentations, short writing assignments, or other forms of expression. These 

responses will solidify knowledge of vocabulary, sentence structure, and style along with the ability to use this knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; “The Third Level,” Jack Finney  

In-class: Explanation of syllabus, schedule, objectives, and expectations. Followed by 

Preparing to Read; discussing questions about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

2. “The Third Level”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing 3 or 4, for presentation next class 

3. “The Third Level”  

In-class: Presentations. Followed by “All Summer in a Day,” Ray Bradbury, Preparing to Read; discussing questions about 

themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

4. “All Summer in a Day”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class 

5. “All Summer in a Day”  

In-class: Presentations. Followed by “Désirée’s Baby,” Kate Chopin, Preparing to Read; discussing questions about 

themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

6. “Désirée’s Baby”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing 1, 2, or 3, for presentation next class 

7. “Désirée’s Baby”  

In-class: Presentations. Followed by “A Visit to Grandmother,” William Melvin Kelley, Preparing to Read; discussing 

questions about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

 

Final essay assignment: choose one of the presentation topics from one of the following three stories, and write a properly 

formatted 3-page essay. 

8. “A Visit to Grandmother”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 
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themes and conflicts in the story 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next clas 

9. “A Visit to Grandmother”  

In-class: Presentations. Followed by “To Soon a Woman,” Dorothy M. Johnson, Preparing to Read; discussing questions 

about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

10. “Too Soon a Woman”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class 

11. “Too Soon a Woman”  

In-class: Presentations. Followed by “Thicker Than Water,” Ralph Henry Barbour, Preparing to Read; discussing questions 

about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

12. “Thicker Than Water”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story  

Homework: Discussing the story [choose one and write a paragraph], for presentation next class 

13. “Thicker Than Water”  

In-class: Presentations  

Homework: Write final draft of final essay 

14. Review; final essay due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read the stories and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

homework(30%)/participation in class activities(30%)/presentations(20%)/final essay(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kay, Judith and Gelshenen, Rosemary. 2012. Discovering Fiction 2, A Reader of North American Short Stories, 2nd edition. 

Cambridge (ISBN:9781107622142) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students who are absent more than three times and/or are frequently late will not receive credit for the course. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｅ 

(Preliminary English Seminars 2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Fantasy Literature (2): J. R. R. Tolkien, The Fellowship of the Ring 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the cultural/literary/narrative 

content of a fantasy novel, (2) to consider the mythological form of a literary text, and (3) to guide the student through the 

basics of writing a coherent critical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Continuing the saga that was launched with The Hobbit, J. R. R. Tolkien’s return to the Shire in The Fellowship of the Ring 

(1954) was an inevitable expansion of the world of myth and magic that Tolkien had been developing since the late-1920s. 

However, like the world that the novel describes, the story itself quickly began to expand beyond the simple “sequel idea” that 

initiated Tolkien’s writing. In this section of the course, we will begin to outline the direction of the quest and chart the unknown 

regions of the first volume of Tolkien’s The Lord of the Rings trilogy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

Reading: The Fellowship of the Ring, "Introduction" 

2. Week 2:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK ONE: "A Long-Expected Party" 

3. Week 3:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK ONE: "The Shadow of the Past" 

4. Week 4: 

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK ONE: "A Conspiracy Unmasked" 

5. Week 5:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK ONE: "In the House of Tom Bombadil" 

6. Week 6:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK ONE: "Strider" 

7. Week 7: 

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK ONE: "Flight to the Ford" 

8. Week 8:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK TWO: "Many Meetings" 

9. Week 9:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK TWO: "The Ring Goes South" 

10. Week 10:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK TWO: "A Journey in the Dark" 

11. Week 11:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK TWO: "Lothlórien" 

12. Week 12:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK TWO: "Farewell to Lórien" 

13. Week 13:  

Reading: The Fellowship of the Ring BOOK TWO: "The Breaking of the Fellowship" 

14. Week 14: In-Class Final Quiz 

Discussion of the concepts of "fantasy," "myth," and "metaphor."  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will have reading assignments every week and will engage in research for the final report. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 



 - 1000 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Discussion, weekly assignments, and participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J. R. R. Tolkien. 2020. The Fellowship of the Ring. Harper Collins (ISBN:9780008376062) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｆ 

(Preliminary English Seminars 2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Three Stories of Mystery and Suspense: "Noon Wine",  "The Disappearance of Lady 

Frances Carfax", and The Wisdom of Eve 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning - listening, reading, speaking and writing - through various class activities.  To 

enhance the understanding of suspense or dramatic tension, students are encouraged to pay attention to details in 

characterization and buildup of story plot. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on Katherine Anne Porter's "Noon Wine", Arthur Conan Doyle's "The Disappearance of Lady Frances 

Carfax" and Mary Orr's The Wisdom of Orr will be given.  "Noon Wine" is about the relationship between an ordinary American 

family and a mysterious migrant worker haunted by a dark past.  In Doyle's story, Sherlock Holmes solves the puzzle of Lady 

Frances Carfax's strange disappearance as the people surrounding her are introduced and analyzed.  Mary Orr's play is about 

an ambitious young woman's dream of stardom and it shows an incongruity between appearance and reality.  Students are 

required to prepare the assigned reading, give a short presentation, participate in discussions, and write comments at the end of 

each class.  An end-of-term essay about 350 words is also required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: the beginning of "Noon Wine" 

2. Royal Earle Thompson's unprosperous dairy farm 

3. Ellie Thompson and her children 

4. hard-working Olaf Helton 

5. Olaf's precious harmonicas 

6. Olaf's unchanged productivity for eight years 

7. Homer T. Hatch 

8. Royal's hallucination and violence 

9. "The Disappearance of Lay Frances Carfax":  the mystery case 

10. Dr. Shlessinger 

11. Mr. Philip Green 

12. The Wisdom of Eve: Eve's pretense 

13. Margo's generosity 

14. Karen's regret 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is necessary to browse through the assigned reading in order to grasp the meaning of the narratives. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/attendance and participation(30%)/oral presentation and written comments(30%) 

Students who attend less than two-thirds of classes are ineligible for the credits, and attendance thirty minutes after the start 

is regarded as absence. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Katherine Anne Porter. Pale Horse, Pale Rider. Penguin 

2. Mary Orr. The Wisdom of Eve. Dramatists Play Service 

 

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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■AM057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｇ 

(Preliminary English Seminars 2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Comparing Modernism and Post-Modernism in English and American Literatures 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will have two goals: 1) to introduce students to the study of comparative literature and 2) to read various literary 

works written in English and compare them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this class, students will develop their understanding of comparing texts and of comparative literature. Discussion topics will 

include, but will not be limited to, gender issues, class conflict, and racial/ethnic conflict. Students will read texts from American 

literature, and British literature, focusing on the genre of Modernism and Post-Modernism. Students will be asked to draw 

comparisons between specific stories as well as the characters and the situations in the stories. They may also make 

comparisons between the authors that wrote the stories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; lecture on methods of comparing literature 

2. "Hills Like White Elephants" (Ernest Hemingway) 

3. "Drenched in Light" (Zora Neale Hurston) Part 1 

4. "Drenched in Light" (Zora Neale Hurston) Part 2 

5. "The Chrysanthemums" (John Steinbeck) Part 1 

6. "The Chrysanthemums" (John Steinbeck) Part 2 

7. Movie: "Midnight in Paris" (Woody Allen) 

8. Discussion of "Midnight in Paris" 

9. "Lamb to the Slaughter" (Roald Dahl) 

10. "What a Thought" (Shirley Jackson) 

11. "Autumn Song" and "Funeral Blues" (W. H. Auden) 

12. "Seventeen Syllables" (Hisaye Yamamoto) 

13. "Yellow Woman" (Leslie Marmon Silko) 

14. Final review and discussion  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete all readings and homework outside of class. Incomplete homework and failure to prepare for 

class discussions will result in a lower grade. Students must complete their final reports by the deadline in order to pass the 

course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm Report(40%)/Active class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ａ 

(Introductory Seminars B2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
大串 尚代(OOGUSHI HISAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、アメリカ短編小説を通じて、文学を精読し分析するための基礎的な知識を身につけることを目的とする。 

 

This course is designed to introduce to students the basic knowledge on how to read and analyze literature in a scholarly way.  

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ短編小説を輪読形式で訳読してゆく。全履修者は、あらかじめ作品を読み込んだ上で出席し、ディスカッションに参加する

ことが求められる。 

 

Students will have the opportunity to do a very close reading of American short stories. The participants also offer the points 

which we will share and discuss in class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・発表担当決定 

2. Ernest Hemingway, "Hills like White Elephants" 

3. Ray Bradbury, "There Will Come Soft Rains" 1 

4. Ray Bradbury, "There Will Come Soft Rains" 2 

5. William Faulkner, "A Rose for Emily" 1, 小テスト 1 

6. William Faulkner, "A Rose for Emily" 2 

7. William Faulkner, "A Rose for Emily" 3 

8. Shirley Jackson, “The Lottery” 1 

9. Shirley Jackson, “The Lottery” 2  

10. Shirley Jackson, “The Lottery” 3 

11. Flannery O’Connor, “Good Country People” 1, 小テスト 2 

12. Flannery O’Connor, “Good Country People” 2 

13. Flannery O’Connor, “Good Country People” 3 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義にのぞむにあたり、予習を欠かすことのないように注意されたい。わからない単語はもちろんのこと、慣用句や熟語なども

事前に調べたうえで授業に出席することを前提とする。また、J. D. Salinger の The Catcher in the Rye に関しては授業外の時間

でそれぞれ読了しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と準備状況(40%)/授業内小テスト(40%)/レポート(20%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (授業への出席と準備状況 40%,小テスト 40%,最終テスト(Final Test)20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で扱う作品については、授業初回時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｂ 

(Introductory Seminars B2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
短篇小説を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 一郎(KASAHARA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学・語学研究に必要となる、英語（のフィクション）を読む力を訓練します。具体的には以下の４つを重点的に強化します。 

    a) 用いられている文法や構文を正確に把握できる。 

    b) 文脈に応じて多義語の意味を確定できる。 

    c) 時間経過や場面転換、登場人物の行動や心情などが把握できる。 

    d) 歴史的、文化的背景を調べることができる。 

加えて時間が許せば文体やシンボルの分析などにも手を伸ばします。 

 

This course will provide opportunities to practice English fiction reading skills necessary for literary and linguistic research. 

Specifically, this course aims to improve the following four skills: 

    a) Correctly identifying key grammatical elements and syntax 

    b) Correctly determine meaning of polysemous words in context 

    c) Correctly identifying changes in time, scenes, character actions, and emotional state 

    d) Properly researching historical and cultural context 

Some time will also be dedicated to analyzing literary symbols and style if time permits. 

 

授業の内容（Course Contents） 

それぞれ異なったスタイルを持つ英米短編小説を読みます。多様な世界観や雰囲気、語り口に柔軟に対応できるようにするた

め、内容面で一貫したテーマは特に設けません。授業は訳読形式です。ランダムに当てていきますので、いつ自分の担当になっ

てもかまわないよう予習をしてくることが前提となります。 

小テストを３回行い学んだことの確認をします。最終テストでは初めて読む作品を用い、いくつかの形式の設問に答えてもらいま

す。 

 

Students will read a series of British and American novellas written in a variety of styles. The respective novellas will cover 

differing themes and content to enable students to be adaptable to future readings of varied worldviews, atmospheres, and 

narratives. Classes will consist of oral translations. In-class reading will be conducted at random, so students must be prepared 

to read at any time during any class. 

Three midterm exams will be conducted to review content covered in class. The final exam will consist of an English passage 

not covered in class with different types of questions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―授業紹介 

2. Philip K. Dick, "The Cookie Lady" 

3. Penelope Lively "Next Term, We'll Mash You" 

4. Robert Bloch, "A Home Away from Home"(1) 

5. Robert Bloch, "A Home Away from Home"(2)、小テスト (1) 

6. William Shakespeare / Leon Garfield, "Macbeth"(1) 

7. William Shakespeare / Leon Garfield, "Macbeth"(2) 

8. William Shakespeare / Leon Garfield, "Macbeth"(3) 

9. William Shakespeare / Leon Garfield, "Macbeth"(4)、小テスト(2) 

10. Lionel Trilling, "Of ThisTime, Of That Place"(Excerpt) 

11. Graham Swift, "Seraglio"(1) 

12. Graham Swift, "Seraglio"(2) 

13. Graham Swift, "Seraglio"(3)、小テスト(3) 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の全範囲を各自が予習する必要があります。わからない語句は必ず辞書を引いてください。また文法の参考書を調べて語
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句・文レベルの表現形式にあたる文法用語を調べるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への取り組み(40%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介、またはプリントを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｃ 

(Introductory Seminars B2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ短編小説の精読 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしい英語で書かれた文学作品を読むことで英語力の向上をはかるとともに、英米文学をより深く理解するための基礎

作りをする。 

 

This course will build the foundation for a deeper understanding of American literature through reading comparatively easy 

American literature texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの短編小説を読む。 

 

本演習は、授業中の指名によって輪読形式で進めるが、毎回、受講者全員に少なくとも一度は発言を促すので、予習を怠らない

こと。予習の際には、英語を読むことだけで満足せずに、一文一文が作品において持つ意味も考えてくること。 

 

学期中に２回、理解度を測るための小テストを行う。また、最終授業時には、授業で取り上げていない英文を用いた期末テストを

行い、一般的な英語読解能力の向上度合いを測る。 クラス全員がいつ指名されても良いように、一文一文の意味をしっかり把握

した上で授業に臨むこと。不明な点がある場合にはどこが解らないのかをはっきりさせておくこと。  

 

In the course we will read American novellas, and each student must come prepared to make at least one comment during 

every class. Students will also be asked to come having looked up any unfamiliar English words and will occasionally be called on 

to read in turn during class; students will have to consider the meaning of each sentence in relation to the overall work. 

Two short tests will be given during the semester to determine students’ understanding of the material. The final exam will be 

given on the last day of class and will be based on a piece of reading not covered in class. The aim of the final exam is to 

determine how students’ English reading comprehension has improved. Before each class, students are expected to prepare by 

dedicating time to understanding each sentence’s meaning before and are expected to indicate any points that they have had 

trouble understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明 

2. Raymond Carver, "Fat"  

3. Sherwood Anderson, "The Strength of God" 

4. Ray Bradbury, "There Will Come Soft Rains" 

5. Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper" (1) 

6. Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper" (2) 

7. 小テスト 

8. Flannery O’Connor, "A Good Man is Hard to Find" (1) 

9. Flannery O’Connor, "A Good Man is Hard to Find"  (2) 

10. Truman Capote, "Miriam" (1) 

11. Truman Capote, "Miriam" (2) 

12. 小テスト 

13. Edgar Allan Poe, "The Tell-Tale Heart" 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、授業で読む範囲を読み、わからない単語があれば全てしっかりと辞書を引いて予習してくること。文法や意味のとりにくい

構文などがあれば、チェックしておき、授業中に質問すること。また、授業で扱った英文の読解について、語彙や文法項目などを

復習すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト(40%)/授業内のパフォーマンス(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

扱う作品を変更する場合があります。また、授業の進捗状況により、予定を変更する可能性もあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｄ 

(Introductory Seminars B2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「おとぎ話」と社会批判： Animal Farm を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

より広い語彙形成、英文構造の理解の徹底を図ることを目標に、短めのイギリス小説を訳読していき、今後の学習・研究の基礎

となる英文読解力を養う。 

 

This course will develop essential reading comprehension skills for academic research through reading a British novella. It 

focuses on expanding vocabulary and gaining a deeper understanding of sentence structure.  

 

授業の内容（Course Contents） 

George Orwell の Animal Farm: A Fairy Story (1945) では、ロシア革命からスターリンの全体主義にいたる過程における権力の

腐敗が、寓話（アレゴリー）という形式で風刺されている。本小説は動物が「話す」物語なので、一見すると児童文学のように思え

る。しかし、シンプルな一つ一つの英文から読み取ることができる政治・歴史・社会的事項は多岐にわたり、深い議論を誘う。本演

習では Animal Farm が、アレゴリーという表現技法を通じた、社会批判、あるいは思考実験（“What if?”）であることを頭に入れた

上で、丁寧に訳読しながら細かな表現技法を吟味していく。 

授業方法：発表者を事前に決めない、全員参加方式となる。学期中２回、それまで学び、議論したことの確認として、小テストがあ

る。また、最終日には授業で取り上げなかった英文を用いた、読解力を測るための筆記テストがある。 

 

George Orwell’s _Animal Farm: A Fairy Story (1945) satirizes the corruption of power in the process leading up to the Russian 

Revolution and then on into Stalin’s dictatorship in the form of an allegory. At first glance the text may appear to be children’s 

literature, considering the fact that most characters in the narrative are animals which can talk. However, each sentence of the 

text has a hidden political, historical, and/or social meaning behind it, which invites deep analysis and discussion. This seminar 

will introduce the students to social criticism and thought experiments (“What if?”) expressed in the form of allegory in the text. 

With this in mind, the students will closely examine and translate the text in order to gain a deeper understanding of the literary 

techniques. 

During the class, every student is asked to translate each sentence in the text. Apart from this, the students are required to 

take two comprehension quizzes. The final exam (in Week 14) will test the students’ general reading skills. Note that this will be 

based on an excerpt from a story that is NOT covered in the class. The aim of this is to test how students’ reading 

comprehension has improved throughout the semester.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. Chapter 1 

3. Chapter 2 

4. Chapter 3 

5. Chapter 4 

6. 小テスト 

7. Chapter 5 

8. Chapter 6 

9. Chapter 7 

10. Chapter 8 

11. 小テスト 

12. Chapter 9 

13. Chapter 10 

14. 学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要だと思ったポイントを記録し
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ておくこと。授業中に当てられた場合に訳すことができるように準備しておく必要がある。小テストの内容は授業の確認となるの

で、議論にあがった一つ一つのポイントをじっくり聞き、ノートに記録しておく（active listening）ことが重要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論への参加(40%)/小テスト(40%)/学期末テスト(20%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位習得は不可となる。遅刻や授業態度の悪さが目立つ場合は大幅な減点となるので注意してほ

しい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. George Orwell. 2008. Animal Farm. Penguin Books (ISBN:978-0-141-03613-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｅ 

(Introductory Seminars B2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアの英語を知る 

担当者名 

（Instructor） 
野崎 将俊(NOZAKI MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シェイクスピアの有名な台詞をいくつか実際に読んでみて、当時（16〜17 世紀）の英語に独特の語彙や文法があることを学びま

す。その上で現代にも通じる内容を味わいましょう。 

 

This course will study the English text of a number of famous Shakespeare lines and explore the unique vocabulary and 

grammar of the English language at the time (16th - 17th century). In addition, the course will also reveal phrases from the time 

period that are still understood to this day. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ロミオとジュリエット』，『リア王』， 『あらし』などの代表作から、原文を何箇所か抜粋したものを訳読します。授業中の指名によっ

て訳読してゆきますので、文法的・論理的に英語そのものをよく検討した上で出席してください。また、第６回と第１０回にそれまで

の内容を踏まえた小テスト、第１４回には応用問題の最終テストを行ないます。 

 

Students will orally translate excerpts from some of Shakespeare’s most iconic works including Romeo and Juliet, King Lear, 

and The Tempest. Those in attendance will be selected at random to read and translate in class, so students are expected to 

prepare as necessary before attending classes. Preparations include understanding grammatical structure, English meaning, etc. 

Two midterm exams will be conducted on the sixth and tenth classes and will be based on content covered before each 

respective class. An applied knowledge final exam will be given on the fourteenth class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 『ロミオとジュリエット』(1) 

3. 『ロミオとジュリエット』(2) 

4. 『ロミオとジュリエット』(3) 

5. 『ロミオとジュリエット』(4) 

6. 『リア王』(1)と小テスト 

7. 『リア王』(2) 

8. 『リア王』(3) 

9. 『リア王』(4) 

10. 『あらし』(1)と小テスト 

11. 『あらし』(2) 

12. 『あらし』(3) 

13. 『あらし』(4) 

14. 最終テストと全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の指定範囲を、よく辞書を引いて精読してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト(40%)/授業の予習・議論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

英文の抜粋と j授業の進め方が載ったプリントを、初回の授業またはブラックボードで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

各作品に関連する映像作品を授業で紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｆ 

(Introductory Seminars B2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国短編小説を楽しむ 

担当者名 

（Instructor） 
工藤 紅(KUDO BENI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀～20 世紀に書かれた、3 篇の英国の短編小説を深く味わいましょう。精読することで、文学作品を分析する上で必要な知

識と英語力を培います。 

 

This course will cover three British short stories written during the 19th and 20th centuries. Through thorough reading of the 

assigned text, this course foster literary analytical skills in addition to developing necessary knowledge and English capabilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回適当な分量をあらかじめ指定し、授業自体は輪読形式を基礎とします。常に全員参加型で、当番制ではありません。音読と

日本語訳をした上で、必要に応じてディスカッションを行います。また、授業時間内で読み進んできた英文テクストのレヴューとな

るような小テストを 3 度実施します。最終授業時には、授業時間には取り上げなかった英文を用いて、読解力を測る筆記テストを

行います。 

 

Classes will consist of reading preassigned passages in turn with all students. All students are required to participate every 

class. After reading out loud and performing Japanese translations, students will engage in active discussions as necessary. 

Three small tests will be conducted at appropriate points in the semester to review material read in class. The final exam will be 

given on the last day of class and will consist of a writing exam regarding reading material not covered in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. Thomas Hardy の短編小説を読む（１） 

3. Thomas Hardy の短編小説を読む（２） 

4. Thomas Hardy の短編小説を読む（３） 

5. 小テスト（１）とまとめ 

6. Graham Greene の短編小説を読む（１） 

7. Graham Greene の短編小説を読む（２） 

8. Graham Greene の短編小説を読む（３） 

9. 小テスト（２）とまとめ 

10. Katherine Mansfieldの短編小説を読む（１） 

11. Katherine Mansfield の短編小説を読む（２） 

12. Katharine Mansfield の短編小説を読む（３） 

13. 小テスト（３）とまとめ 

14. 筆記テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その日読むことになっているパートは、全員がしっかりと読んできてください。意味を調べるだけでなく、作者の手法や登場人物の

心情なども自分なりに説明できるよう、準備してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト３回(40%)/授業準備と毎回のコメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM067 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｇ 

(Introductory Seminars B2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クリスティ精読 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文精読を通し、英語の読解力を向上させることを目的とする。文法や構文を正確に把握し、文脈に応じて多義語の意味を確定

できるよう、理解力を鍛える。 

 

This course aims to improve students' English reading skills. Through intensive reading, students will develop their English 

comprehension ability to correctly identify key grammatical elements and syntax and to determine meaning of words in context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスの小説家アガサ・クリスティが書いた短編小説を精読する。授業は基本的に訳読形式で進める。受講者全員が、授業中

いつ担当してもいいように準備しておく。授業最終日には期末テストを行う。 

 

Students will read some short novels written by Agatha Christie. Basically, students will need oral translations in class. All 

students are expected to prepare for reading at any time during any classes. The final exam will be provided on the final day of 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 短編精読 1 

3. 短編精読 2 

4. 短編精読 3 

5. 短編精読 4 / 小テスト 

6. 短編精読 5 

7. 短編精読 6 

8. 短編精読 7 

9. 短編精読 8 / 小テスト 

10. 短編精読 9 

11. 短編精読 10 

12. 短編精読 11 

13. 短編精読 12 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員、辞書を引き、十分な予習をした上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への取り組み(40%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストのコピー、配布プリント、英和辞書を必ず携帯すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門講義 １ 

(Introductory Lectures 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代英語の諸相を通してその特質を探る 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語の特質を理解するとともに、英語学に関する基礎的知識を身に着ける。 

 

Reviewing basics of English philology and the backgrounds of the development of the English language.  

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って英語学の基礎を学びながら、英語とはいかなる性質の言語であるかについて学ぶ。 

 

This course deals with basics of English philology and of the historical development of English, illustrating the nature of the 

English language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代英語の特質 

2. 世界共通言語としての英語 

3. 多くの類義語と多文化性 

4. 綴りと発音のずれ１ 

5. 綴りと発音のずれ２ 

6. 綴りと発音のずれ３ 

7. 口語英語の特質 

8. 文法の単純化 

9. 聖書と英語の変遷 

10. 語彙の豊かさ 

11. 英語の中のケルト 

12. 現代英語と語源 

13. 英語の歴史 

14. 英米人の名前と多民族性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

現代英語の成立に影響した様々な文化的・社会的事象に関する研究書を調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパー(40%)/出席および受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは最初の授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh & T.Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge 

参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門講義 ２ 

(Introductory Lectures 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学入門 

担当者名 

（Instructor） 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

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） 
EAL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文学と米文学それぞれの重要作家や課題を紹介しながら、英米文学専修における学びの可能性を明らかにし、2 年次以降の

学習への基礎を形作る。 

 

This course will introduce students to important authors and topics from English and American literature. Students will also 

learn about the potential of the Course in English and American Literature and prepare fundamental skills for second year 

studies and beyond. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半は岩田が英文学、後半は古井が米文学の重要な主題について、授業計画に挙げた順序で講義する。できるだけ実

際の作品に触れるように努め、詩の朗読テープや代表作の映画化作品なども活用する。理解度を確かめるために、授業内に数

回小テストを実施する。 

 

Prof. Iwata will teach important themes of English literature in the first half of the semester, and Prof. Furui will teach important 

themes of American literature in the second half of the semester. Lectures will take place in the order outlined in the class 

syllabus. Every effort will be made to have students interact with the works featured in class including listening to readings of 

poetry and watching film adaptations. A few quizzes will be given during classes to confirm student understand of class content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業案内（英米共同） 

2. 初期近代英語とルネサンス詩――シドニー『アストロフェルとステラ』 

3. シェイクスピアと演劇文化――シェイクスピア 『ハムレット』 

4. 小説の誕生――デフォー『ロビンソン・クルーソー』＋小テスト 1 

5. ロマン派的感性と科学――シェリー『フランケンシュタイン』 

6. モダニズムと詩――T. S. エリオット『荒地』 

7. 拡大する〈英〉文学――イシグロ『日の名残り』＋小テスト 2 （以上岩田担当） 

8. 「アメリカ」をめぐる理想 

9. 個人主義――メルヴィル『白鯨』 

10. 民主主義――ホイットマン『草の葉』＋小テスト 3 

11. 自由――トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』 

12. アメリカン・ドリーム――フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』 

13. 平等――カーヴァー「大聖堂」＋小テスト 4（以上古井担当） 

14. 学期末試験（英米共同） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリントの中身を復習し、授業中に言及された文献等を参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間ミニレポート(40%) 

中間ミニレポート（40%）は英米それぞれ 2 回ずつ（計 4 回）課す。中間ミニレポートを 3 本以上提出することを、期末レポート提出

の必須条件とする。<BR>2020.9.9 付変更【変更前】英米共同の学期末試験（６０％）、授業内小テスト（４０％）の配分で、それぞれ

の担当者が個別に出した評価を合算して評価を行なう。４回以上の欠席は単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内小テストの際に代理回答その他の不正が発覚した場合には単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１ 

(Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続イギリス国民愛唱詩 1 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM101 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスで人気のあるラジオ放送長寿番組で朗読されて人気を集めたさまざまな主題の国民愛唱詩を読んで、イギリス人の好む

詩の特徴を探り、英米人とわれわれ日本人の間に、人間の感情を表現する方法に違いがあるかどうかを比較しつつ、自分にとっ

て最も印象的な詩を見つけ出す。 

 

Using an anthology of various English nation's favourite poems compiled after recited on a long-running popular Radio 

programme as the course textbook, students will find out what kinds of poetry English people love and, through that, explore 

Western feelings and expressions of them and compare them with Japanese ideas, as well as their own personal ones, about 

human feelings. Students will also discover the most impressive poem for them among those in the anthology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

BBC ラジオ 4 の番組 Poetry Please!で放送され、イギリス国民に愛唱されているさまざまな主題の詩を集めた詞華集から毎回
１，２篇を選んで読み、人間の感情が詩の中でどのように描かれているかを探りながら、われわれ自身の感情のあり方について

も考える。日本で紹介されていない詩も多く、毎回自力での格闘が必要とされる。一つの詩を必ず複数の担当者に予め当てて、

配付資料を準備してそれぞれ発表してもらい、それを糸口にして参加者全員で活発な討論を行なう。学期中の発表担当回数は

参加人数によって多少変わるが、一人 3-5 回程度の予定。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

Students will read 1-2 pieces selected from an anthology of various English nation's favourite poems broadcast on the popular 

BBC Radio 4 programme Poetry Please!  to further their understanding of how human feelings are portrayed in English poetry 

and, at the same time, consider their own ideas about human beings. Many poems featured in class are not widely known in 

Japan, so students are expected to read and interpret the words on the page on their own. Multiple students will be assigned to 

each poem, and each student will prepare handouts and present on their assigned poem. Students not presenting will use this 

information to engage in active debate regarding the work. Students can expect to present 3-5 times over the course of the 

semester. The exact number is subject to change depending on the number of students in the course. Details will be provided in 

the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 英詩の読解 1 

3. 英詩の読解 2 

4. 英詩の読解 3 

5. 英詩の読解 4 

6. 英詩の読解 5 

7. 英詩の読解 6 

8. 英詩の読解 7 

9. 英詩の読解 8 

10. 英詩の読解 9 

11. 英詩の読解 10 

12. 英詩の読解 11 

13. 英詩の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。配布される英詩のプリントを授業の前に予め読んで準備し、授業の後には紹

介された関連文献も参照して詩の把握を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 
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4 回以上の欠席は不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

More Nation's Favourite Poems of Desire (BBC,2004)は絶版のため、扱う英詩のプリントアウトを最初の授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

教室で必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。欠席する場合はメールで必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２ 

(Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続イギリス国民愛唱詩 2 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM101 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスで人気のあるラジオ放送長寿番組で朗読されて人気を集めたさまざまな主題の国民愛唱詩を読んで、イギリス人の好む

詩の特徴を探り、英米人とわれわれ日本人の間に、人間の感情を表現する方法に違いがあるかどうかを比較しつつ、自分にとっ

て最も印象的な詩を見つけ出す。 

 

Using an anthology of various English nation's favourite poems compiled after recited on a long-running popular Radio 

programme as the course textbook, students will find out what kinds of poetry English people love and, through that, explore 

Western feelings and expressions of them and compare them with Japanese ideas, as well as their own personal ones, about 

human feelings. Students will also discover the most impressive poem for them among those in the anthology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

BBC ラジオ 4 の番組 Poetry Please！で放送され、イギリス国民に愛唱されているさまざまな主題の詩を集めた詞華集から毎回
１，２篇を選んで読み、人間の感情が詩の中でどのように描かれているかを探りながら、われわれ自身の感情のあり方について

も考える。演習 B1（春学期）で扱わなかった詩を読む。日本で紹介されていない詩も多く、毎回自力での格闘が必要とされる。一

つの詩を必ず複数の担当者に予め当てて、配付資料を準備してそれぞれ発表してもらい、それを糸口にして参加者全員で活発

な討論を行なう。学期中の発表担当回数は参加人数によって多少変わるが、一人 3-5 回程度の予定。最初の時間に詳しい授業

計画表を配布。 

 

Students will read 1-2 pieces selected from an anthology of various English nation's favourite poems broadcast on the popular 

BBC Radio 4 programme Poetry Please! to further their understanding of how human feelings are portrayed in English poetry 

and, at the same time, consider their own ideas about human beings. We will read poems which were not dealt with in Seminar 

B1 (Spring Term). Many poems featured in class are not widely known in Japan, so students are expected to read and interpret 

the words on the page on their own. Multiple students will be assigned to each poem, and each student will prepare handouts 

and present on their assigned poem. Students not presenting will use this information to engage in active debate regarding the 

work. Students can expect to present 3-5 times over the course of the semester. The exact number is subject to change 

depending on the number of students in the course. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 英詩の読解 1 

3. 英詩の読解 2 

4. 英詩の読解 3 

5. 英詩の読解 4 

6. 英詩の読解 5 

7. 英詩の読解 6 

8. 英詩の読解 7 

9. 英詩の読解 8 

10. 英詩の読解 9 

11. 英詩の読解 10 

12. 英詩の読解 11 

13. 英詩の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。配布される英詩のプリントを授業の前に予め読んで準備し、授業の後には紹

介された関連文献も参照して詩の把握を深める。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上の欠席は不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

More Nation's Favourite Poems of Desire (BBC,2004)は絶版のため、扱う英詩のプリントアウトを最初の授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

教室で必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。欠席する場合はメールで必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ３ 

(Seminars B3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアの『夏の夜の夢』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM103 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生は、シェイクスピアの代表的喜劇のひとつ『夏の夜の夢』を精読することで、以下のような学びを得ることを目標とする。 

1. 初期近代英語を読む力をつける。 

2. 初期近代イングランド演劇に関する基本的な知識を身につける。 

3. 文学作品を批評的に読み、それを発信する力を身につける。 

 

The objective of this course is that, through the close reading of one of Shakespeare's representative comedy, A Midsummer 
Night's Dream, students will improve their abilities as follows:  

1. Students will improve their reading ability of Early Modern English. 

2. Students will acquire basic knowledge of Early Modern theatre. 

3. Students will cultivate a capacity for the critical reading of a literary text and express themselves about it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる喜劇の中でもよく知られた作品のひとつである『夏の夜の夢』の原文を、演習形式でじっくりと精読する。毎

回、担当者による発表を行うとともに、受講者全員で作品に関するディスカッションを行う。これにより作品の歴史的・文化的背景

を学ぶとともに、「心理学的なメタファーとしての夢」、「劇場としての世界」、「ルネサンスにおける自己の成型」といった作品の重

要なテーマについても考える。 

 

Students will closely read the original text of one of Shakespeare's best-known tragedies, A Midsummer Night's Dream, in a 

seminar style. Each week, assigned students will make their presentations on the work and, then, all students in the course 

should participate in the discussion. Through these presentations and discussions, students will not only learn about the play's 

historical and cultural background, but will consider the important themes like “A dream as a psychological metaphor,” 

“Theatrum Mundi,” and “Renaissance self-fashioning”.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. シェイクスピア時代の英語についての基礎演習 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

4. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

5. 発表とディスカッション：第 1 幕（3） 

6. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

12. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

13. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

14. 作品全体についてのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当箇所の議論のポイントをまとめた資料を準備する（詳しくは授業時間に指示する）。また、受講者全員が、毎回、

該当箇所の英文について予習をしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席、発表および授業貢献度(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／石井正之助編注. 1987. A Midsummer Night's Dream. 大修館書店 (ISBN:978-4469-142570) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ４ 

(Seminars B4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『夏の夜の夢』の批評的・演劇的な受容 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM103 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、春学期に精読した『夏の夜の夢』に関する以下のような多様なアクティヴィティを行い、作品を多角的に考察し、作

品についての批評的理解をさらに深める。 

（1）作品の批評を読解する。 

（2）現代における上演や映画版などの映像作品を鑑賞し、それについて議論する。 

（3）グループごとに、各グループの解釈に基づいたドラマ・リーディングの最終プレゼンテーションを行う。 

 

In this course, students will carry out such various activities as listed below on  A Midsummer Night's Dream , the play they 

closely read in the spring term, through which they will consider this comedy from multiple angles and deepen their critical 

understanding of it:  

(1) They will read critical essays on the play. 

(2) They will see performance videos and film versions of the play and have discussions about them. 

(3) They will form groups and each group will make a drama-reading presentation based on the group's interpretation of the 

play.  

 

授業の内容（Course Contents） 

『夏の夜の夢』に関する論文を読み、この作品に着想を得たアダプテーション作品や上演を多数鑑賞したうえで、グループ・ディス

カッションを中心に、『夏の夜の夢』が持つ現代性について考察していく。最終的には、各グループが『夏の夜の夢』の一場面を実

際に上演することを含む、自分たちの解釈を反映させたグループ発表を行う。 

 

Students will consider the modern and all-time elements of  A Midsummer Night's Dream  through reading of critical essays 

on the comedy, watching modern performances and film versions of the play, and having group discussions. Finally, each group 

will be required to make a presentation which include their own drama-reading performance of scenes from  A Midsummer 
Night's Dream , which should reflect each group's interpretation of the play.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『夏の夜の夢』に関する批評読解（1） 

3. 『夏の夜の夢』に関する批評読解（2） 

4. 『夏の夜の夢』に関する批評読解（3） 

5. 映画創世記における『夏の夜の夢』（1909, 1935） 

6. エイドリアン・ノーブル監督『夏の夜の夢』（1996） 

7. マイケル・ホフマン監督『夏の夜の夢』（1999） 

8. ジュリー・テイモア演出『夏の夜の夢』（2014） 

9. ドミニク・ドロムグール演出『夏の夜の夢』（2013） 

10. リハーサル（1） 

11. リハーサル（2） 

12. 上演発表会（1） 

13. 上演発表会（2） 

14. 最終ディスカッションと全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ではグループ・ワークやグループディスカッションを重視するため、予習として全員が、取り扱う作品に関する資料や関連する

作品の情報を調べるなど、自分の意見を述べる準備をして、授業に出るようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時における貢献度(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／石井正之助編注. 1987. A Midsummer Night's Dream. 大修館書店 (ISBN:978-4469-142570) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ５ 

(Seminars B5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イーヴリン・ウォー Brideshead Revisited 演習 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM105 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスの小説家 Evelyn Waugh (1903-1966) の代表作のひとつ Brideshead Revisited (1945) の精読・分析を通じて、小説にお

けるトポグラフィカルな想像力と階級及びジェンダーの結びつきを考察する。また、英文テクスト読解の技術を向上させる。 

 

Students will conduct a close reading of Brideshead Revisited (1945) by the British novelist Evelyn Waugh (1903-1966). Through 

the analysis of the work, the class will consider the realisation of topographical imagination in novels and and how it connects to 

the issues of class and gender. This course will also aim at fostering the English reading comprehension skills of the students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

長い小説なので、全体を 12セクションに分ける。 

 

「発表者グループ」「翻訳グループ」「質問者グループ」のサイクルを割り当てる。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2)  作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や

固有名詞などについて] (3) 担当箇所の内容分析 をプリントにまとめ、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信

しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表を行なう。 

 

質問グループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検討

する) を複数個考えておく。授業では、作品理解のための質問を質問グループから発表する。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらう。 

 

Given the length of the novel, the work will be divided into 12 sections. 

 

A presentation group, a translation group, and a question group for each class will be appointed. All students will be assigned 

one presentation, one translation and one question task during the semester. The responsibilities of each group are as follows: 

 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned 

passage (2) notes to aid the understanding of the work [cultural and historical background explanations, definitions of proper 

nouns, etc.] and (3) an analysis of the assigned chapters. The presentation group must send their handout to both the 

commenting group and the teacher before the class session. The presenting group members will distribute their handout to the 

remainder of students on the day of the class and make a presentation. 

 

The question group will read the handout in advance and prepare questions to improve the class’ understanding of the literary 

work. After the presenting group finishes their presentation, members of the question group will provide their questions to the 

presenters. 

 

The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. The group will work together to 

prepare their best translation. The teacher will correct the translation and provide comments during class, so the translation 

group is expected to email their completed translation to the teacher at least 3 days prior to the class. 

 

All students will write several response papers over the duration of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておく。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Evelyn Waugh. 2011. Brideshead Revisited. Penguin (ISBN:978-0241951613) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ６ 

(Seminars B6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェイン・オースティン Mansfield Park 演習 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM105 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスの小説家 Jane Austen (1775-1817) の代表作のひとつ Mansfield Park (1814) の精読・分析を通じて、小説におけるト

ポグラフィカルな想像力と階級及びジェンダーの結びつきを考察する。また、英文テクスト読解の技術を向上させる。 

 

Students will conduct a close reading of Mansfield Park (1814) by the British novelist Jane Austen (1775-1817). Through the 

analysis of the work, the class will consider the realisation of topographical imagination in novels and and how it connects to the 

issues of class and gender. This course will also aim at fostering the English reading comprehension skills of the students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

長い小説なので、全体を 12セクションに分ける。 

 

「発表者グループ」「翻訳グループ」「質問者グループ」のサイクルを割り当てる。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2)  作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や

固有名詞などについて] (3) 担当箇所の内容分析 をプリントにまとめ、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信

しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表を行なう。 

 

質問グループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検討

する) を複数個考えておく。授業では、作品理解のための質問を質問グループから発表する。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらう。 

 

Given the length of the novel, the work will be divided into 12 sections. 

 

A presentation group, a translation group, and a question group for each class will be appointed. All students will be assigned 

one presentation, one translation and one question task during the semester. The responsibilities of each group are as follows: 

 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned 

passage (2) notes to aid the understanding of the work [cultural and historical background explanations, definitions of proper 

nouns, etc.] and (3) an analysis of the assigned chapters. The presentation group must send their handout to both the 

commenting group and the teacher before the class session. The presenting group members will distribute their handout to the 

remainder of students on the day of the class and make a presentation. 

 

The question group will read the handout in advance and prepare questions to improve the class’ understanding of the literary 

work. After the presenting group finishes their presentation, members of the question group will provide their questions to the 

presenters. 

 

The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. The group will work together to 

prepare their best translation. The teacher will correct the translation and provide comments during class, so the translation 

group is expected to email their completed translation to the teacher at least 3 days prior to the class. 

 

All students will write several response papers over the duration of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておく。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jane Austen. 2003. Mansfield Park. Penguin (ISBN:978-0141439808) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ７ 

(Seminars B7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Graphic Narrative (1): Will Eisner and Art Spiegelman 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM107 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the cultural/literary/narrative 

content of the graphic novel, (2) to consider the medium of comics as a form of literary text, and (3) to guide the student 

through the basics of writing a coherent critical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In the first semester of this course, the students will be introduced to the basics of visual literacy and the narratology of 

graphic texts. By focusing on the structure and visual language in Will Eisner’s A Contract with God (1978) and Art 

Spiegelman’s Maus (1980), this course will allow the students an opportunity to analyze and critique the American graphic novel. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

Reading: Scott McCloud, Understanding Comics (Part One) 

2. Week 2: Structure and Visual Vocabulary 

Reading: Scott McCloud, Understanding Comics (Part Two) 

3. Week 3: Sequence and Closure 

Reading: Scott McCloud, Understanding Comics (Part Three) 

4. Week 4: Will Eisner 

Reading: A Contract with God (Part One) 

5. Week 5: Will Eisner 

Reading: A Contract with God (Part Two) 

6. Week 6: Will Eisner 

Reading: A Contract with God (Part Three) 

7. Week 7: Will Eisner 

Reading: A Contract with God (Part Four) 

8. Week 8: Will Eisner 

Reading: A Contract with God (Part Five) 

9. Week 9: Art Speigelman 

Reading: Maus (Part One) 

10. Week 10: Art Speigelman 

Reading: Maus (Part Two) 

11. Week 11: Art Speigelman 

Reading: Maus (Part Three) 

12. Week 12: Art Speigelman 

Reading: Maus (Part Four) 

13. Week 13: Art Speigelman 

Reading: Maus (Part Five) 

14. Week 14: In-Class Final Quiz 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will have reading assignments every week and will engage in research for the final report. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Discussion, weekly assignments, and participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ８ 

(Seminars B8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Graphic Narrative (2): Chris Ware, David Mazzucchelli, and Nick Drnaso 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM107 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the cultural/literary/narrative 

content of the graphic novel, (2) to consider the medium of comics as a form of literary text, and (3) to guide the student 

through the basics of writing a coherent critical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In the second semester of this course, the students will continue to research visual literacy and the narratology of graphic 

texts. Through a critical reading of a series of graphic novels, including Chris Ware’s Rusty Brown (2005), David Mazzuccelli’s 

Asterios Polyp (2009), and Nick Drnaso’s Sabrina (2018), this course will focus on the inter-personal dynamics and domestic 

politics in these illustrated visions of 21st-century American life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

2. Week 2: Chris Ware 

Reading: Rusty Brown (Part One) 

3. Week 3: Chris Ware 

Reading: Rusty Brown (Part Two) 

4. Week 4: Chris Ware 

Reading: Rusty Brown (Part Three) 

5. Week 5: Chris Ware 

Reading: Rusty Brown (Part Four) 

6. Week 6: David Mazzuccelli 

Reading: Asterios Polyp (Part One) 

7. Week 7: David Mazzuccelli 

Reading: Asterios Polyp (Part Two) 

8. Week 8: David Mazzuccelli 

Reading: Asterios Polyp (Part Three) 

9. Week 9: David Mazzuccelli 

Reading: Asterios Polyp (Part Four) 

10. Week 10: Nick Drnaso  

Reading: Sabrina (Part One) 

11. Week 11: Nick Drnaso  

Reading: Sabrina (Part Two) 

12. Week 12: Nick Drnaso  

Reading: Sabrina (Part Three) 

13. Week 13: Nick Drnaso  

Reading: Sabrina (Part Four) 

14. Week 14: Final Oral Presentations and Evaluation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will have reading assignments every week and will engage in research for the final report. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Discussion, weekly assignments, and participation(30%)/Final Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ９ 

(Seminars B9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀アメリカ文学における孤独な個人（１） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM109 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。  

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works and build their interpretations with a conscious understanding of the work’s background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀アメリカは個人主義全盛の時代と言われ、文学作品にも個人の自由を希求し、それを体現する登場人物たちが多い。し

かし、「誰にも頼らない個人」であるということは、よるべない「孤独」を経験することと同義にもなり、個人主義はただちに積極的な

価値を意味するとは限らない。 

 

そこで本演習では、「個人」と「孤独」の関わりを探るべく、19 世紀アメリカ文学の代表的短編を読解していく。扱う作家は Edgar 

Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville の三人である。彼らは三者三様に個人のありようを探求しており、彼らの諸作品

を比較考察することで、「個人」と「孤独」がもつ価値の多面性が浮き彫りになるであろう。 

 

The nineteenth century in America has been dubbed the golden age of individualism, and there are many literary figures 

representing the values of individualism. Yet, it is also true that individualism entails a negative experience of solitude.  

 

To pursue the interrelationship between individualism and solitude, students in this seminar will read short stories by Edgar 

Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, and Herman Melville. These three authors explore the values of being an individual in their 

unique ways, and reading their stories together will enable a fuller understanding of individualism and solitude.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解：Edgar Allan Poe, "The Man of the Crowd" 

3. 作品読解：Edgar Allan Poe, "William Wilson" (1) 

4. 作品読解：Edgar Allan Poe, "William Wilson" (2)  

5. 作品読解：Nathaniel Hawthorne, "Young Goodman Brown" (1) 

6. 作品読解：Nathaniel Hawthorne, "Young Goodman Brown" (2) 

7. 作品読解：Ralph Waldo Emerson, "Self-Reliance" (1) 

8. 作品読解：Ralph Waldo Emerson, "Self-Reliance" (2) 

9. 作品読解：Herman Melville, "Bartleby"(1) 

10. 作品読解：Herman Melville, "Bartleby"(2) 

11. 作品読解：Herman Melville, "Bartleby"(3) 

12. 作品読解：Herman Melville, "Bartleby"(4) 

13. レポート作成講座 

14. 批評読解 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。  

 

＊辞書を丹念に引きながら原文テクストを読むなど、英語の学習に対して積極的な姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度、授業への取り組み(30%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる。 
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テキスト（Textbooks） 

すべてコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１０ 

(Seminars B10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀アメリカ文学における孤独な個人（２） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM109 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。  

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works and build their interpretations with a conscious understanding of the work’s background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀アメリカは個人主義全盛の時代と言われ、文学作品にも個人の自由を希求し、それを体現する登場人物たちが多い。し

かし、「誰にも頼らない個人」であるということは、よるべない「孤独」を経験することと同義にもなり、個人主義はただちに積極的な

価値を意味するとは限らない。 

 

そこで本演習では、「個人」と「孤独」の関わりを探るべく、Kate Chopin, The Awakening (1899)を読解する。現代ではフェミニズム

小説としても知られる本作は、個人の可能性に目覚めた個人の圧倒的な孤独を描いている。本作を熟読玩味することで、「個人」

と「孤独」がもつ価値の多面性が浮き彫りになるであろう。 

 

The nineteenth century in America has been dubbed the golden age of individualism, and there are many literary figures 

representing the values of individualism. Yet, it is also true that individualism entails a negative experience of solitude.  

 

To pursue the interrelationship between individualism and solitude, students in this seminar will read Kate Chopin's The 
Awakening (1899). The novel, now known as one of the major feminist novels in American literature, portrays the protagonist 

who awakens to her own individual self and who later experiences the desolation of solitude. Reading this novel carefully will 

enable a fuller understanding of individualism and solitude.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解：pp. 43-53 

3. 作品読解：pp. 53-64 

4. 作品読解：pp. 64-79 

5. 作品読解：pp. 79-94 

6. 作品読解：pp. 94-107 

7. 作品読解：pp. 107-20 

8. 作品読解：pp. 120-32 

9. 作品読解：pp. 132-48 

10. 作品読解：pp. 148-61 

11. 作品読解：pp. 161-72 

12. 作品読解：pp. 172-76 

13. 批評読解 

14. 批評読解 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。  

 

＊辞書を丹念に引きながら原文テクストを読むなど、英語の学習に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(30%)/ディスカッションへの貢献度、授業への取り組み(30%) 
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欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kate Chopin. 2003. The Awakening. Penguin (ISBN:978-0142437322) 

すべてコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１１ 

(Seminars B11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「人種混交」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM111 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 作品解釈能力と英語力を向上すべく、1 冊の長編小説を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ文学に関するより

広範な知識を修得する。 

 

This seminar aims at reading a novel closely and analyzing its narrative and story. In so doing, students are required to broaden 

their knowledge of American literary modes and improve their reading as well as analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 このセクションでは、Mark Twain, Pudd'nhead Wilson (1894) に取り組む。この作品は、アメリカを代表する小説家が、黒人作家

に先んじて、奴隷制に端を発する「人種混交」がひきおこす社会問題を扱った作品である。作家の人種問題への批判意識と、テク

ストが成立した歴史的背景を考えながら、混血性がいかにアメリカのドラマを作り上げてきたかを考察する。 

 

In this section of the seminar, students are assigned to read Mark Twain's novel,  Pudd'nhead Wilson (1894). This text is a 

significant work that thematizes the "miscegenation" as a quintessential American experience before African American 

counterparts. The course will analyze how "miscegenation" or interracial marriage created various dramas. We will focus on the 

racial sensibility of the author and his critical representations of brutality in relation to the historical context of the novel. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・発表分担 

2. 時代背景と作家についての講義・ディスカッション 

3. 映像演習 

4. Pudd'nhead Wilson (1) 

5. lPudd'nhead Wilson (2) 

6. lPudd'nhead Wilson (3) 

7. lPudd'nhead Wilson (4) 

8. lPudd'nhead Wilson (5) 

9. lPudd'nhead Wilson (6) 

10. lPudd'nhead Wilson (7) 

11. lPudd'nhead Wilson (8) 

12. 批評研究 

13. グループワーク（1） 

14. グループワーク（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を核として進められる。各自２回の発表には特段に慎

重な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課

題は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び討議への貢献度(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Twain, Mark. 2004. Pudd'nhead Wilson and Those Extraordinary Twins (Norton Critical Editions) . Norton (ISBN:978-

0393925357) 

 

参考文献（Readings） 

1. トウェイン、マーク、1994、『まぬけのウィルソンとかの異形の双生児』、彩流社 (ISBN:978-4882023227) 

クラスで適宜指示。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なお本演習は、連続して開講される演習Ｂ１２とセットでしか履修することはできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１２ 

(Seminars B12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「パッシング」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM111 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 作品解釈能力と英語力を向上すべく、1 冊の中編小説とその関連文献を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ

文学に関するより広範な知識を修得する。なお本演習は、演習 B11 とセットでしか履修することはできない。 

 

This seminar aims at reading a novella and its related proses closely and analyzing its narrative and story. In so doing, students 

are required to broaden their knowledge of American literary modes and improve their reading as well as analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 演習 B11 と連動するこのセクションでは、Nella Larsen の中編小説, Passing (1929) に取り組む。この作品は、黒人文学の隆盛

期であるハーレム・ルネサンスを代表する女性作家が、アメリカの人種問題の一つの表れである「パッシング」をドラマ化したもの

である。パッシングとは、色の白い有色人種の人々が、人種差別社会に生きる上でのリスクを回避するために、主流である白人と

みずからを偽って生きることである。そうした問題を扱った作家の人種問題への批判意識ならびに黒人の自意識の表象を、テク

ストが成立した歴史的背景を考えながら考察する。 

 

In this section of the seminar, students are assigned to read Nella Larsen's novella, Passing (1929). Racial passing, the subject 

this novella deals with, is a conduct that a person of color whose complexion is lighter attempts to pretend as a member of the 

dominant caucasian group in order to avoid risks liable in the racist society. By reading a work that dramatizes issues 

surrounding this racial, cultural, and political conduct, we will learn the racial experience expressed by an African American 

author in relation to the historical context of the novel. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・発表分担 

2. 時代背景と作家についての講義・ディスカッション 

3. 映像演習 

4. Passing (1) 

5. Passing (2) 

6. Passing (3) 

7. Passing (4) 

8. Passing (5) 

9. Passing (6) 

10. 人種問題に関する講義・ディスカッション 

11. ハーレム・ルネサンス文化に関するワークショップ（1） 

12. ハーレム・ルネサンス文化に関するワークショップ（2） 

13. グループワーク（1） 

14. グループワーク（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を核として進められる。各自２回の発表には特段に慎

重な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課

題は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び討議への貢献度(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Larsen, Nella. 2004. Passing. Dover (ISBN:978-0486437132) 

 

参考文献（Readings） 



 - 1043 - 

1. ラーセン、ネラ、2006、『白い黒人』、春風社 (ISBN:978-4861100932) 

クラスで適宜指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なお本演習は、連続して開講される演習Ｂ１１とセットでしか履修することはできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１３ 

(Seminars B13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Three Major American Playwrights (1) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM113 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高める。 

 

Through the intensive reading of literary texts, this course will develop students’ personally/socially imaginative understanding 

of those who have different values and backgrounds from their own as well as enhance self-expression skills in both Japanese 

and English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ演劇は、その商業的なエンターテインメント性に加え，同じ劇場空間を共有する観客に対し、直接のメッセージを発信す

るという政治的狙いが際立つジャンルです。そこからは、アメリカ的なる価値観についての審美的かつ社会的な洞察を得ることが

できます（が、創造的な演劇の作り手は、しばしばそうした価値観から逸脱します）。このような幅広い可能性を念頭に、このクラス

では、3 人の著名なアメリカ人劇作家（ユージーン・オニール、テネシー・ウィリアムズ、エドワード・オールビー）を時代順に取り上

げます。それぞれの作家から一つずつ、動物の名前が題名に入っている作品を選びます。 

 最初に、オニールの『毛猿』（1922 年）を読みます。この戯曲のタイトルは、ディズニー映画『ダンボ』の挿入歌である「雑役夫の

歌」の中で言及されています。表現主義的なスタイルを用いる『毛猿』は、資本主義による搾取に抗おうとして挫折する無骨な労

働者階級の男の悲劇にスポットを当てています。次に読むのは、ウィリアムズの『焼けたトタン屋根の猫』（1955 年）です。ピュリッ

ツァー賞を受賞した名作で、舞台はアメリカ南部、マッカーシズムの時代を色濃く反映する作品です。タイトルの「猫」とは、強い意

志と性的魅力を持ったヒロインを指しており、同性愛者かもしれない夫を支配しようとする彼女の必死の試みは、南部農園の一家

が直面する危機的状況を浮き彫りにします。最後に、山羊と不倫関係を持つ男の悲喜劇であるオールビーの『山羊、シルヴィアっ

て誰？』（2002 年）を考察します。最終的に、山羊は、嫉妬した妻によって殺されます。ウィリアムズと同じくオールビーが同性愛

者であったことをふまえるなら、『山羊』という作品は、あらゆる種類の強制的な規範を押し付ける抑圧的な社会に対する政治的

抵抗を描いていると言えるのかもしれません。 

 毎週の授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを配布して，作品のあらすじと英語表現の細部を解説したのち

に，作品の理解に関する英語の質問を板書して，受講者全員に英作文の形で回答してもらいます。その後，お互いの回答を確認

する英語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行います。英作文は，翌週，

添削のうえ，受講者ひとりひとりに返却されます。 

 

 This is a fall-semester course intended to be taken as a set with Seminar B14 (2 periods per week, 4 credits). Please be 

aware that students cannot register for a single 2-credit course only. 

 American theater, in addition to its commercial entertainment value, has its political goal of sending direct messages to the 

audiences that share the same theatrical space. Therefore, it can provide us with an aesthetic as well as social insight into 

American values (from which creative dramatists often deviate). With such broad possibilities in mind, this seminar deals with 

three major American playwrights in chronological order: Eugene O'Neill, Tennessee Williams, and Edward Albee. One play will be 

chosen from each of the three playwrights, with an animal name in its title. 

 First, we will read O'Neill's The Hairy Ape (1922), a play whose title is mentioned in "Song of the Roustabouts," one of the 

songs from Disney's Dumbo. With its expressionistic style, The Hairy Ape highlights the tragedy of a rugged working-class man, 

who tries to resist capitalist exploitation in vain. Next, we will move on to Williams's Cat on a Hot Tin Roof (1955), a Pulitzer 

Prize-winning play set in the American South and deeply rooted in the age of McCarthysim. The "Cat" in the title refers to the 

determined and sexually attractive heroine of the play, whose desparate attempt to control her possibly homosexual husband 

foregrounds the crisis of a Southern plantation family. Lastly, we will examine Albee's The Goat or, Who Is Sylvia? (2002), the 

tragicomic story of a man who has an extramarital affair with a goat. Eventually, the animal is killed by her jealous wife. Given 

that Albee as well as Williams was a gay playwright, The Goat may be taken as a political resistance to an oppressive society 

where all kinds of regulative norms are imposed on its members.  

 During class each week, assigned teams will distribute handouts for the class containing summaries and detailed 

interpretations of English phrases. They will also write English questions on the blackboard concerning the assigned text, and 

course participants will answer these questions through written English statements. After answers are written, students will 

compare answers with their fellow classmates through English group discussions before participation in a class debate 
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conducted in Japanese. English compositions will be returned to students the following week with corrections. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. The Hairy Ape を読む(１) 

3. The Hairy Ape を読む(２) 

4. The Hairy Ape を読む(３) 

5. Cat on a Hot Tin Roof を読む(１) 

6. Cat on a Hot Tin Roof を読む(２) 

7. Cat on a Hot Tin Roof を読む(３) 

8. Cat on a Hot Tin Roof を読む(４) 

9. Cat on a Hot Tin Roof を読む(５) 

10. The Goat or, Who Is Sylvia?  を読む（１） 

11. The Goat or, Who Is Sylvia?  を読む（２） 

12. The Goat or, Who Is Sylvia?  を読む（３） 

13. 総括 

14. レポート中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読したうえで授業にのぞんでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の英作文(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tennessee Williams. 2009. Cat on a Hot Tin Roof. Penguin Classics (ISBN:0141190280) 

The Hairy Ape と The Goat or, Who Is Sylvia?については、担当教員が PDF もしくは紙媒体のプリントを用意します。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回全員が参加する形式の授業ですので，特別に理由のない限り，全回の出席が期待されます。やむをえず欠席する場合に

は，必ず事前に（当日の午前中でもよいので）メールにて担当教員までご連絡をお願いします。 

 

 演習 B14 とセットで開講される秋学期完結の授業（週２コマ，４単位）ですので、２単位のみの履修はできないことに注意してくだ

さい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１４ 

(Seminars B14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Three Major American Playwrights (2) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM113 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高める。 

 

Through the intensive reading of literary texts, this course will develop students’ personally/socially imaginative understanding 

of those who have different values and backgrounds from their own as well as enhance self-expression skills in both Japanese 

and English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ演劇は、その商業的なエンターテインメント性に加え，同じ劇場空間を共有する観客に対し、直接のメッセージを発信す

るという政治的狙いが際立つジャンルです。そこからは、アメリカ的なる価値観についての審美的かつ社会的な洞察を得ることが

できます（が、創造的な演劇の作り手は、しばしばそうした価値観から逸脱します）。このような幅広い可能性を念頭に、このクラス

では、3 人の著名なアメリカ人劇作家（ユージーン・オニール、テネシー・ウィリアムズ、エドワード・オールビー）を時代順に取り上

げます。それぞれの作家から一つずつ、動物の名前が題名に入っている作品を選びます。 

 最初に、オニールの『毛猿』（1922 年）を読みます。この戯曲のタイトルは、ディズニー映画『ダンボ』の挿入歌である「雑役夫の

歌」の中で言及されています。表現主義的なスタイルを用いる『毛猿』は、資本主義による搾取に抗おうとして挫折する無骨な労

働者階級の男の悲劇にスポットを当てています。次に読むのは、ウィリアムズの『焼けたトタン屋根の猫』（1955 年）です。ピュリッ

ツァー賞を受賞した名作で、舞台はアメリカ南部、マッカーシズムの時代を色濃く反映する作品です。タイトルの「猫」とは、強い意

志と性的魅力を持ったヒロインを指しており、同性愛者かもしれない夫を支配しようとする彼女の必死の試みは、南部農園の一家

が直面する危機的状況を浮き彫りにします。最後に、山羊と不倫関係を持つ男の悲喜劇であるオールビーの『山羊、シルヴィアっ

て誰？』（2002 年）を考察します。最終的に、山羊は、嫉妬した妻によって殺されます。ウィリアムズと同じくオールビーが同性愛

者であったことをふまえるなら、『山羊』という作品は、あらゆる種類の強制的な規範を押し付ける抑圧的な社会に対する政治的

抵抗を描いていると言えるのかもしれません。 

 毎週の授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを配布して，作品のあらすじと英語表現の細部を解説したのち

に，作品の理解に関する英語の質問を板書して，受講者全員に英作文の形で回答してもらいます。その後，お互いの回答を確認

する英語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行います。英作文は，翌週，

添削のうえ，受講者ひとりひとりに返却されます。 

 

 This is a fall-semester course intended to be taken as a set with Seminar B13 (2 periods per week, 4 credits). Please be 

aware that students cannot register for a single 2-credit course only. 

 American theater, in addition to its commercial entertainment value, has its political goal of sending direct messages to the 

audiences that share the same theatrical space. Therefore, it can provide us with an aesthetic as well as social insight into 

American values (from which creative dramatists often deviate). With such broad possibilities in mind, this seminar deals with 

three major American playwrights in chronological order: Eugene O'Neill, Tennessee Williams, and Edward Albee. One play will be 

chosen from each of the three playwrights, with an animal name in its title. 

 First, we will read O'Neill's The Hairy Ape (1922), a play whose title is mentioned in "Song of the Roustabouts," one of the 

songs from Disney's Dumbo. With its expressionistic style, The Hairy Ape highlights the tragedy of a rugged working-class man, 

who tries to resist capitalist exploitation in vain. Next, we will move on to Williams's Cat on a Hot Tin Roof (1955), a Pulitzer 

Prize-winning play set in the American South and deeply rooted in the age of McCarthysim. The "Cat" in the title refers to the 

determined and sexually attractive heroine of the play, whose desparate attempt to control her possibly homosexual husband 

foregrounds the crisis of a Southern plantation family. Lastly, we will examine Albee's The Goat or, Who Is Sylvia? (2002), the 

tragicomic story of a man who has an extramarital affair with a goat. Eventually, the animal is killed by her jealous wife. Given 

that Albee as well as Williams was a gay playwright, The Goat may be taken as a political resistance to an oppressive society 

where all kinds of regulative norms are imposed on its members.  

 During class each week, assigned teams will distribute handouts for the class containing summaries and detailed 

interpretations of English phrases. They will also write English questions on the blackboard concerning the assigned text, and 

course participants will answer these questions through written English statements. After answers are written, students will 

compare answers with their fellow classmates through English group discussions before participation in a class debate 
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conducted in Japanese. English compositions will be returned to students the following week with corrections. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. The Hairy Ape を読む(１) 

3. The Hairy Ape を読む(２) 

4. The Hairy Ape を読む(３) 

5. Cat on a Hot Tin Roof を読む(１) 

6. Cat on a Hot Tin Roof を読む(２) 

7. Cat on a Hot Tin Roof を読む(３) 

8. Cat on a Hot Tin Roof を読む(４) 

9. Cat on a Hot Tin Roof を読む(５) 

10. The Goat or, Who Is Sylvia?  を読む（１） 

11. The Goat or, Who Is Sylvia?  を読む（２） 

12. The Goat or, Who Is Sylvia?  を読む（３） 

13. 総括 

14. レポート中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読したうえで授業にのぞんでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の英作文(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tennessee Williams. 2009. Cat on a Hot Tin Roof. Penguin Classics (ISBN:0141190280) 

The Hairy Ape と The Goat or, Who Is Sylvia?については、担当教員が PDF もしくは紙媒体のプリントを用意します。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回全員が参加する形式の授業ですので，特別に理由のない限り，全回の出席が期待されます。やむをえず欠席する場合に

は，必ず事前に（当日の午前中でもよいので）メールにて担当教員までご連絡をお願いします。 

 演習 B13 とセットで開講される秋学期完結の授業（週２コマ，４単位）ですので、２単位のみの履修はできないことに注意してくだ

さい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１５ 

(Seminars B15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ詩を読む――エミリ・ディキンスンとその時代 

担当者名 

（Instructor） 
金澤 淳子(KANAZAWA 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） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM115 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ詩は、自らの声を高らかにあげる詩と、声なき声が潜む詩のふたつに大別できます。前者の代表がウォルト・ホイットマン

なら、後者の代表がエミリ・ディキンスンでしょう。ディキンスンの詩法を確認しつつ、一篇ずつじっくりと読み解き、この声を聞き取

っていきます。英詩を精読することで韻文に慣れ、言語に敏感に反応する感覚を身に付けていきます。発表担当と討論を通して

自分の解釈を明晰に表現することを目指します。 

 

American poetry can be divided into two groups—poems which insist their own voice, and 

poems where voiceless voice lurks. The typical poet of the former is Walt Whitman, 

and the typical of the latter is Emily Dickinson. This course will mainly focus on poems by Emily Dickinson. The main purpose of 

this course is to help students acquire the necessary skills and knowledge needed to understand poetry, and understand the 

basic concepts of poetry, as well as to express their own idea through presentation and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「隠遁詩人」とみなされてきたディキンスンですが、激動の１９世紀アメリカの文化や社会とリンクさせながら、読み進めていきま

す。特に「南北戦争」「金メッキ時代」「ジェンダー」などの社会・文化的な項目を意識しながら、詩の技法と声との関わりを読み解

いていくことになります。毎回、担当者にハンドアウトを準備して発表をしてもらい、参加者全員にも予習シートを配布して提出して

もらったうえで、討論の場を共有していきます。 

 

Dickinson is often regarded as a “recluse” poet taking a distant stance away from society. In this course, her poems will be 

approached from the viewpoint of how they were related to the historical or social circumstances surrounding her at that time, 

such as “Civil War,” “Gilded Age,” or “Gender.” In this course, students will deliver presentation. Students not assigned to 

deliver a presentation will also hand in a written homework and actively join the discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ディキンスンの生涯 

3. "A still - Volcano - Life" 

4. "They shut me up in prose -" 

5. "When I was small, a woman died" 

6. "Color - Cast -Denomination - " 

7. "I like to see it lap the miles" 

8. Topical Discussion 1 

9. "It feels a shame to be Alive -" 

10. "A Light exists in Spring" 

11. "Publication - is the Auction" 

12. "Lay this Laurel on the one" 

13. "Through the Stright Pass of Suffering" 

14. Topical Discussion 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者にハンドアウトを準備して発表をしてもらい、参加者全員にも予習シートを配布して提出してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/予習シート、授業での貢献、リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、ﾌﾟﾘﾝﾄを配布します。 
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参考文献（Readings） 

随時、教場にて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１６ 

(Seminars B16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ詩を読む――20 世紀女性詩人たちの声を辿る 

担当者名 

（Instructor） 
金澤 淳子(KANAZAWA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM115 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀にきら星のごとく次々と出現した女性詩人たちを取り上げ、一篇ずつじっくり読み解いていきます。英詩を精読することで

韻文に慣れ、言語に敏感に反応する感覚を身に付けていきます。発表担当と討論、レポート作成を通して自分の解釈を明晰に表

現することを目指します。 

 

The 20th century America produces a galaxy of women poets. In this course, their poems will be approached by reading mainly 

Elizabeth Bishop, and also her contemporary poets like Marianne Moore, or Silvia Plath. The main purpose of this course is to 

help students acquire the necessary skills and knowledge needed to understand poetry, and understand the basic concepts of 

poetry, as well as to express their own idea through presentation, discussion, and report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

このクラスでは特に冷戦時代の詩人としてエリザベス・ビショップを中心に女性詩人を取り上げます。アメリカからブラジルへ、旅

の連続の人生を送ったビショップの詩は、確かな観察眼と、ユーモアと哀調を帯びた抑えた語りが際立ちます。さらにマリアン・ム

アおよびシルビア・プラスの詩も読んでいきます。冷戦時代の社会・文化を意識しながら、詩の技法と声との関わりを読み解いて

いくことになります。毎回、担当者に発表をしてもらい、予習シートを配布して参加者全員にあらかじめ予習してもらったうえで、討

論の場を共有していきます。 

 

This course mainly focuses on poems by Elizabeth Bishop, who traveled widely, away from America to Brazil. Her poems have 

observant eyes, humor, pathos and her controlled voice, which make her poems striking. Considering the Cold War background, 

students will understand basic poetical techniques and voices in each poem. In this course, students will deliver presentation. 

Students not assigned to deliver a presentation will also hand in a written homework and actively join the discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Elizabeth Bishop1("One Art") 

3. Elizabeth Bishop 2 ("Sestina") 

4. Elizabeth Bishop 3("Poem") 

5. Marianne Moore 1 

6. Marianne Moore 2 

7. Topical Discussion 1 

8. Elizabeth Bishop 4("In the Waiting Room") 

9. Elizabeth Bishop 5("First Death in Nova Scotia") 

10. Sylvia Plath 1 

11. Sylvia Plath 2 

12. Elizabeth Bishop 6("The Map") 

13. Elizabeth Bishop 7 ("Questions of Travel") 

14. Topical Discussion 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、担当者に発表をしてもらい、予習シートを配布して参加者全員に予習して提出してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/予習シート、授業での貢献、リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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随時、教場にて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１７ 

(Seminars B17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の変遷 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM117 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な時代に書かれた英語を実際に読みながら、英語の変遷について学ぶとともに、これを通じて英語という言語の特質につい

て考える。また、 

 

Learning about the development of the English language by reading texts from different periods in the history of English.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では、各時代に書かれた英文を少しずつ実際に読んでみることで、英語の変遷を体感する。より新しい時代の英語か

ら始め、徐々に時間をさかのぼり、最終的には中英語や古英語も少しずつ読む。授業ではまた、テクストの読解に加え、各時代

の歴史や言語・文化事情、出版事情等も大きく扱う。テクストの読解と並行して、毎回のテーマと関連した発表・ディスカッションも

行う。 

 

We will read various texts from various periods of the history of English, and see how the English language developed over the 

centuries. We will begin with Modern English of the 17th and 18th centuries and  gradually trace the history of English 

backwards up to the Old English period. Text reading and students' presentation and discussion will be the two main activities in 

the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 英語の歴史概観 

3. 17-18 世紀の英語講読 1 

4. 17-18 世紀の英語講読 2 

5. 16 世紀の英語講読 1 

6. 16 世紀の英語講読 2 

7. 16 世紀の英語講読 3 

8. 14-15 世紀の英語講読 1 

9. 14-15 世紀の英語講読 2 

10. 14-15 世紀の英語講読 3 

11. 14-15 世紀の英語講読 4 

12. 古英語講読 1 

13. 古英語講読 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に講読する英文には事前に目を通しておくようにしてください。また、授業内でリサーチに基づく発表もしてもらうことになりま

すが、これについても十分に準備をして臨むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/コメントカード(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読のためのテクストは初回の授業で配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. A. C. Baugh and T. Cable. 2013. A History of the English Language. Pearson (13-978-0-205-22939-0) 

2. S. Gramley. 2012. The History of English: An Introduction. Routledge (ISBN:9-780415-566407) 

3. P. Durkin. 2014. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-957499-5) 

4. D. G. Miller. 2012. External Influences on English: From Its Beginnings to the Renaissance. Oxford University Press 
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(ISBN:978-0-19-965426-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１８ 

(Seminars B18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近・現代の英語の変遷 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM117 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語から発達した様々なピジン英語やクレオール英語について、その発達の歴史や特徴を概観しながら、実際にこれらの言語で

書かれた文献を読むことで、近・現代における英語の発達について学ぶ。 

 

Learning about the development of pidgin and creole Englishes in the modern period while reading actual texts in these 

languages.  

 

授業の内容（Course Contents） 

英語から発達したピジン英語やクレオール英語について学びながら、実際にこれらの言語で書かれた文献を講読することによ

り、これらの言語の特徴や、そのような特徴を発達させた背景について学ぶ。文献講読に加え、調べものに基づく発表・ディスカッ

ションも行う。 

 

We will read various texts in various kinds of English-based pidgins and creoles and learn about the linguistic and historical 

backgrounds of the developments of these languages. Text reading, students' presentation and discussion will be the main 

activities in the class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 英語の歴史とピジン英語、クレオール英語について 

3. カリブ海地域のクレオール英語 1 

4. カリブ海地域のクレオール英語 2 

5. 西アフリカのクレオール英語 1 

6. 西アフリカのクレオール英語 2 

7. クレオール英語と AAVE1 

8. クレオール英語と AAVE2 

9. 東南アジアのクレオール英語 1 

10. 東南アジアのクレオール英語 2 

11. オセアニア地域のクレオール英語 1 

12. オセアニア地域のクレオール英語 2 

13. オセアニア地域のクレオール英語 3 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で講読するテクストには必ず事前に目を通しておいてください。また、授業で発表等をしてもらうことになりますが、その際に

も事前に良く準備して臨むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読するテクストは初回の授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

2. S. Gramley. 2012. The History of English: An Introduction. Routledge (ISBN:978-0-415-56640-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://ewave-atlas.org/ 
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注意事項（Notice） 
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■AM119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１９ 

(Seminars B19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM119 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学んできた英文法を、異なる立場から書かれた英文法教科書を通じて、いわゆる学校文法とは異なる視点で捉え直し、

英文法の面白さや問題点を理解することを全体の目的としています。具体的な目標は、英文テキストを丁寧に読み、理解する

事、レジュメを使って学生たちに理解しやすい平易な日本語で説明できるようになる事、そしてこの英文法の考え方と学校文法の

考え方の違いを理解し、レポートに纏めるようになる事です。 

 

We will look at English grammar from a different standpoint from the so-called "school grammar" and aim to appreciate the 

depth, issues, and problems of English grammar. Students will learn to understand the text in the grammar, present its contents 

in plain Japanese, and discuss difference between this grammar's approach and that of school grammar.  

 

授業の内容（Course Contents） 

英語圏の大学の学部 1，2 年生が使用している英文法書が主要テキストです。皆さんが中高で学んできたような英文法の用語は

英語で何というのか、また英文法の様々な規則が英語でどのように説明されているか、等を学ぶことで、私たちの英文法に理解

を深めていきたいと思っています。この演習では特に、動詞の屈折変化と時制の用法に焦点を当てます。最初の数回の授業は、

小池による講義＋ディスカッションで進めます。以降からはグループによる発表で授業を進めます。授業は日本語で行います。 

 

We will use an English grammar that is used at university in English-speaking countries for 1st and 2nd undergraduates. We will 

learn how various grammatical concepts are explained and also see different approaches taken to explain the grammar. This 

course this year will specifically focus on verbal inflection and the uses of the tense system. The first few weeks will be taught 

by the instructor. For the rest of the weeks there will be students' presentation and the lecture.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（役割分担決め） 

2. 講義：標準英語、英語の文体について 

3. 講義：英文法の基礎２（記述文法と規範文法） 

4. 講義：英文法の基礎３（主部と述部、機能と範疇；語と語彙素） 

5. 動詞の屈折変化：基本的枠組み１ 

6. 動詞の屈折変化：基本的枠組み１ 

7. 動詞の屈折形：異なる屈折形でも語形が同じ場合 

8. 定形節と非定形節 

9. 助動詞の分類 

10. 第一時制：現在形 

11. 第一時制：過去形 

12. 第二時制：完了形 

13. 第二時制：進行形 

14. 第三時制：法助動詞の用法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に、その日に扱うテキストの個所を熟読しておくこと。授業の最初に抜き打ちで教科書の内容理解を確認します。また

毎回授業後に、授業内容の理解を深める課題を出します。その次の授業で提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の授業への参加(20%)/発表(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (発表 10%,小レポート提出 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Haddleston & Geoffrey K. Pullum. 2005 年. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge University Press 

(ISBN:978-0521612883) 
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必要に応じてコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Rodney Huddleston & Geoffrey K. Pullum. 2002 年. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University 

Press (ISBN:978-0521431460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ発表については、発表の一週間前に火曜日 1 限目または昼休み時間を使って、私と発表内容理解のための打ち合わ

せをします。発表前にあらかじめレジュメを作成すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２０ 

(Seminars B20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM119 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学んできた英文法を、異なる立場から書かれた英文法教科書を通じて、いわゆる学校文法とは異なる視点で捉え直し、

英文法の面白さや問題点を理解することを全体の目的としています。具体的な目標は、英文テキストを丁寧に読み、理解する

事、レジュメを使って学生たちに理解しやすい平易な日本語で説明できるようになる事、そしてこの英文法の考え方と学校文法の

考え方の違いを理解し、レポートに纏めるようになる事です。 

 

We will look at English grammar from a different standpoint from the so-called "school grammar" and aim to appreciate the 

depth, issues, and problems of English grammar. Students will learn to understand the text in the grammar, present its contents 

in plain Japanese, and discuss difference between this grammar's approach and that of school grammar.  

 

授業の内容（Course Contents） 

英語圏の大学の学部 1，2 年生が使用している英文法書が主要テキストです。皆さんが中高で学んできたような英文法の用語は

英語で何というのか、また英文法の様々な規則が英語でどのように説明されているか、等を学ぶことで、私たちの英文法に理解

を深めていきたいと思っています。この演習では特に、前置詞に焦点を当てます。最初の数回の授業は、小池による講義＋ディ

スカッションで進めます。以降からはグループによる発表で授業を進めます。授業は日本語で行います。 

 

We will use an English grammar that is used at university in English-speaking countries for 1st and 2nd undergraduates. We will 

learn how various grammatical concepts are explained and also see different approaches taken to explain the grammar. This 

course this year will specifically focus on the usages of prepositions. The first few weeks will be taught by the instructor. For 

the rest of the weeks there will be students' presentation and the lecture.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（役割分担決め） 

2. 伝統的な前置詞の理解 

3. 前置詞の範疇（１）前置詞と接続詞 

4. 前置詞の範疇（２）前置詞と副詞 

5. 前置詞の範疇（３）前置詞と形容詞／前置詞と動詞 

6. 文法化した前置詞 

7. 前置詞  "stranding" 

8. 前置詞句の構造 

9. 節を補部とする前置詞句 

10. 前置詞を伴うイディオム 

11. 個々の前置詞について（１） 

12. 個々の前置詞について（２） 

13. 個々の前置詞について（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に、その日に扱うテキストの個所を熟読しておくこと。授業の最初に抜き打ちで教科書の内容理解を確認します。また

毎回授業後に、授業内容の理解を深める課題を出します。その次の授業で提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の授業での課題(30%)/最低一回の発表(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (発表 10%,小レポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Haddleston & Geoffrey K. Pullum. 2005 年. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge University Press 

(ISBN:978-0521612883) 
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必要に応じてコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Rodney Huddleston & Geoffrey K. Pullum. 2002 年. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University 

Press (ISBN:978-0521431460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ発表については、発表の一週間前に火曜日 1 限目または昼休み時間を使って、私と発表内容理解のための打ち合わ

せをします。発表前にあらかじめレジュメを作成すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２１ 

(Seminars B21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時空を超えるディストピア－Cloud Atlas を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM121 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ディストピア文学の読解を通じ、社会批判としての文学の可能性を探ることで、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さ

らにそれを総合する思考力」を磨く。また、小説の表現形式 （Form）が如何に物語の内容（content） と対応しているかに着目し、

高度な読解・分析技術の取得を目指すことで、本格的な英文学研究を実践していく。 

 

This course will introduce students to literature as social criticism through reading dystopian fiction. It fosters and enhances 

the skills of close reading and critical thinking as outlined in the curriculum map. It equips students with advanced reading skills 

which are necessary for literary criticism. Special attention will be given to the relationship between form and content. 

 

授業の内容（Course Contents） 

“The weak are meat, the strong do eat” -- Cloud Atlas  

 

日本で英語を教えていたこともあるイギリス人作家、David Mitchell（1969-）による長編ディストピア小説、Cloud Atlas（2004）を読

む。Cloud Atlas の特徴は、歴史や空間を乗り越えながらも絡み合う六つの物語・登場人物が、入れ子構造を通して語られている
点にある。本授業ではこのメタフィクション的語りに加え、弱肉強食（カニバリズム）、権力への意志・永劫回帰、グローバリズム、

ポストヒューマンといったテーマを分析・議論していく。テクスト分析の補助として、ウォシャウスキー姉妹監督の同名映画アダプテ

ーション（2012 年）、さらに、同じくウォシャウスキー姉妹による Netflix ドラマであり、David Mitchell も制作に関わっている Sense 8
（2015）のビデオクリップを鑑賞し、幅広い考察を行う。授業では他の学生たちとの議論を通して自身の考えを育み、さらに自身の

主張を説得力のある形で発表する練習をする。本授業を受けることで、主体的な学びの方法を発見、あるいは発展させていく。 

 

“The weak are meat, the strong do eat” -- Cloud Atlas 

 

 Cloud Atlas (2004), is a contemporary dystopian novel by an English author, David Mitchell (1969-), who used to live in Japan. 

One of the characteristics of this novel is its unique structure of nested narratives; it consists of six interlocking stories which 

transcend time and space. In addition to this metafictional narrative style, the course will analyse and discuss themes such as 

globalism, modern cannibalism, the will to power and eternal return, and the posthuman. As a supplement to the course, the film 

adaptation of the same title (2012) by the Wachowskis and video clips from a Netflix series,Sense 8(2015) by the same directors 

(David Mitchell worked as a consultant for this show) will be examined in class. By communicating ideas with peers, students will 

be encouraged to deepen their understanding of the text and develop their own viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. 作品精読（１） 

3. 作品精読（２） 

4. 作品精読（３） 

5. 映像鑑賞・分析 

6. 作品精読（４） 

7. 作品精読（５） 

8. 作品精読（６） 

9. 映像鑑賞・分析 

10. 作品精読（７） 

11. 作品精読（８） 

12. 作品精読（９） 

13. 作品精読（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業の前にテクストの該当部分（授業内で適宜指示する）を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と

思ったポイントを記録しておくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備

が必要とされる。発表グループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい箇所の提示・解釈、鍵となっているテーマについての

議論などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは

Cloud Atlas を、授業で学んだことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Mitchell. 2004. Cloud Atlas. Sceptre (ISBN:978-0-340-82278-4) 

2. デイヴィッド・ミッチェル (著), 中川 千帆 (翻訳)、2013、『クラウド・アトラス 上』、河出書房新社 (ISBN:978-4309206110) 

3. デイヴィッド・ミッチェル (著), 中川 千帆 (翻訳)、2013、『クラウド・アトラス 下』、河出書房新社 (ISBN:978-4309206127) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２２ 

(Seminars B22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ディストピアにおける記憶、神話―Lanark: A Life in Four Books(1981) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM121 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ディストピア小説の読解を通じて、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さらにそれを総合する思考力」を磨いていく。具

体的には、現在とは異なる社会を想像することとは如何なることか、またその限界・問題点について議論することで、社会批判と

しての文学の可能性を探る。歴史的背景や哲学的問題などの深い議論を通じた、多角的なテクスト解釈を試みながら、本格的な

英文学研究を実践していく。 

 

Through reading a dystopian novel, this course will help the students improve the skills of close reading and critical thinking as 

outlined in the curriculum map. Specifically, it explores the potential of literature as a tool of social criticism by discussing what 

it means to imagine a society which is different from our own and revealing its limitations and problems. Through interpreting 

the novel from various perspectives and examining philosophical and historical issues, the students will learn advanced reading 

skills which are necessary for literary criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Lanark(1981)は、半自伝的リアリズムとディストピア的ファンタジー・SFを有機的に結合することで、グラスゴーという都市の新た

な文化的表象・神話を提供しようと試みる実験的小説である。物語では著者 Alasdair Gray の故郷であるグラスゴーが、近代的産

業都市から後期資本主義に翻弄されるポスト産業都市へと姿を変える中、そのディストピア性を強めていく。それに対する抵抗の

ナラティブは記憶と幻想を行き来することで、故郷の新たな神話を創り出そうと試みる。この授業では過去の認識を通して未来を

想像するという、ノスタルジア・神話創造の未来性を分析していきたい。関連する SF映画（『ブラジル』[1985]、『ダークシティ』

[1998]など）の鑑賞も、トピックの理解を深めるために行う。また、卒論執筆の基礎を育むために、関連論文や記事なども適宜紹

介していく。 

 

Lanark (1981) is an experimental novel by a Scottish author, Alasdair Gray. It attempts to provide a new cultural representation 

or myth of Glasgow -the author's hometown- by incorporating elements of science fiction, fantasy and social realism. In the 

narrative, as Glasgow changes its shape from a modern industrial city to a post-industrial one against a backdrop of late 

capitalism, the city's dystopian nature intensifies. To counter this, the narrative also attempts to re-imagine a myth about 

Glasgow through memory and fantasy. This course focuses on the futurity of nostalgia and myth-that is to say, making, the past 

as a conduit for re-imagining the future. SF films which deal with similar topics (such as Brazil [1985] and Dark City [1998]) will 

also be examined to enhance and deepen understanding of the topics. In addition, relevant essays, articles are provided to help 

the students with improving research skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. 作品講読（１） 

3. 作品講読（２） 

4. 作品講読（３） 

5. 映画鑑賞・分析 

6. 作品講読（４） 

7. 作品講読（５） 

8. 作品講読（６） 

9. 作品講読（７） 

10. 映画鑑賞・分析 

11. 作品講読（８） 

12. 作品講読（９） 

13. 作品講読（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して
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おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは Lanark を、授業で学んだ

ことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表における準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Alasdair Gray. 2017. Lanark: A Life in 4 Books. Canongate Books Ltd (ISBN:978-1782117148) 

2. アラスター グレイ (著), 森 慎一郎、2007、『ラナーク―四巻からなる伝記』、国書刊行会 (ISBN:978-4336049391) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２３ 

(Seminars B23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Nathaniel Hawthorne の長編を読む 1 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM123 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。英語力

の向上を目指すと同時に、アメリカ文学・文化に関する幅広い知識を身につける。 

 

This course will foster students’ ability to create summaries, show them how to craft logical opinions, and teach them 

techniques for performing close readings of American literature. In addition to improving students’ English ability, this course will 

also provide them with knowledge of American literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀アメリカを代表する作家のひとりナサニエル・ホーソーン（Nathaniel Hawthorne）の小説『緋文字』The Scarlet Letter 
(1850)を通読する。この作品は、17 世紀のアメリカ植民地を舞台に「姦通の罪」を主題とし、個人と社会の軋轢を描く。本演習で

は、ピューリタニズムやアメリカ史についての基本的な知識を押さえつつ、ジェンダーやセクシュアリティの問題、さらには、小説の

語りの工夫（象徴やアレゴリーなど）にも注意して、多角的に作品を味わうことを目指す。 

映画化されたものも含め、適宜映像作品も鑑賞する予定。 

 

Students will read Nathaniel Hawthorne’s novel The Scarlet Letter (1850). Set in a Puritan colony in the 17th century, the novel 

tells the story of the heroine, Hester Prynne, who committed adultery with the local minister, Arthur Dimmesdale, and conceived 

a child. Exploring themes of sin, the book describes conflicts between the individual and society (community). In addition to 

learning Puritanism and American colonial history, students will focus on Hawthorne's narrative techniques (symboIism, allegory, 

etc), keeping the theme of gender and sexuality in mind.  

This course will also make use of several films as well as other visual media where appropriate.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. The Scarlet Letter (1) 

3. The Scarlet Letter (2) 

4. The Scarlet Letter (3) 

5. The Scarlet Letter (4) 

6. The Scarlet Letter (5) 

7. The Scarlet Letter (6) 

8. The Scarlet Letter (7) 

9. The Scarlet Letter (8) 

10. The Scarlet Letter (9) 

11. The Scarlet Letter (10) 

12. The Scarlet Letter (11) 

13. The Scarlet Letter (12) 

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） 

受講者の人数によって詳細を決めるが、毎回数人ずつのグループに担当を割り当て、各回のリーディングの内容を要約し、語注

をつけたのち、考察を書いたものをプリントで配ってもらう。担当者はしっかりとテクストを精読し、疑問点、留意点をまとめたプリン

トを用意すること。それを踏まえて、全員でディスカッションをし、テクストに対する理解をクラス全員で共有する。 

また、学期中に何回か「小レポート」を書いてもらう予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加および小レポート(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 2009. The Scarlet Letter. Oxford UP (ISBN:0199537801) 

翻訳でよいので、あらかじめ作品を通読しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. ホーソーン（八木敏雄訳）、1992、『緋文字』、岩波文庫 (ISBN:4003230418) 

その他の参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式なので、毎回の出席と十分な予習が前提となります。発表者の責任は重大ですが、その他の学生も授業内での積極的

なディスカッションへの参加が要求されます。 

４回以上の欠席者は言うまでもなく、出席をしていても、予習をしてこない、あるいは著しくやる気のない学生には単位を認定しま

せん。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２４ 

(Seminars B24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Nathaniel Hawthorne の長編を読む  2 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM123 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。英語力

の向上を図ると同時に、アメリカ文学・文化に関する幅広い知識を身につける。 

 

This course will foster students’ ability to create summaries, show them how to craft logical opinions, and teach them 

techniques for performing close readings of American literature. In addition to improving students’ English ability, this course will 

also provide them with knowledge of American literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き、ナサニエル・ホーソーン（Nathaniel Hawthorne）の小説を読む。秋学期は『ブライズデイル・ロマンス』The 
Blithedale Romance (1852)を通読する。ホーソーンはかつてトランセンデンタリストたちが中心となって作った共同生活ブルック・フ

ァームに参加したことがあるが、その経験を基にして、ユートピア共同体の人間関係および、共同体の理想とメンバーの自我や欲

望との軋轢を物語にした。本演習では、アメリカの歴史や文化（ユートピア共同体、メスメリズム等）ついての基本的な知識を押さ

えつつ、ジェンダーやセクシュアリティの問題、さらには、小説の語りの工夫（傍観者的な語り手による一人称の視点など）にも注

意し、多角的に作品を味わうことを目指す。 

 

The Fall semester will have students conduct an intensive reading of Nathaniel Hawthorne's The Blithedale Romance (1852). Its 

setting is a utopian farming commune based on Brook Farm, which Hawthorne was once a member of. The novel dramatizes the 

conflict between the commune's ideals and each member's hidden desires and ambitions. In addition to learning about American 

history and culture (utopian communes, mesmerism, etc), students will focus on Hawthorne's narrative techniques, keeping the 

theme of gender and sexuality in mind.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. The Blithedale Romance (1) 

3. The Blithedale Romance (2) 

4. The Blithedale Romance (3) 

5. The Blithedale Romance (4) 

6. The Blithedale Romance (5) 

7. The Blithedale Romance (6) 

8. The Blithedale Romance (7) 

9. The Blithedale Romance (8) 

10. The Blithedale Romance (9) 

11. The Blithedale Romance (10) 

12. The Blithedale Romance (11) 

13. The Blithedale Romance (12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者の人数によって詳細を決めるが、毎回数人ずつのグループに担当を割り当て、各回のリーディングの内容を要約し、語注

をつけたのち、考察を書いたものをプリントで配ってもらう。担当者はしっかりとテクストを精読し、疑問点、留意点をまとめたプリン

トを用意すること。それを踏まえて、全員でディスカッションをし、テクストに対する理解をクラス全員で共有する。 

また、学期中に何回か「小レポート」を書いてもらう予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加および小レポート(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 1983. The Blithedale Romance. Penguin (ISBN:0140390286) 

翻訳でよいので、あらかじめ作品を通読しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. ナサニエル・ホーソーン（青山義孝訳）、2017、『ブライズデイル・ロマンス』、デザインエッグ (ISBN:4865439390) 

その他の参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式なので、毎回の出席と十分な予習が前提となります。発表者の責任は重大ですが、その他の学生も授業内での積極的

なディスカッションへの参加が要求されます。 

４回以上の欠席者は言うまでもなく、出席をしていても、予習をしてこない、あるいは著しくやる気のない学生には単位を認定しま

せん。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２５ 

(Seminars B25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
J. M. クッツェーを読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

南アフリカ出身のノーベル賞作家 J. M. Coetzee の代表作 Waiting for the Barbarians (1980) と Foe (1986) を読む 

 

We will read J. M. Coetzee's Waiting for the Barbarians (1980) and Foe (1986).  

 

授業の内容（Course Contents） 

南アフリカ出身で現代の世界文学を代表するノーベル賞作家 J. M. Coetzee の代表作 Waiting for the Barbarians (1980) は、「野

蛮人」とされる民族を植民地支配する行政長官が、力ずくの支配に疑問を抱いて倫理的に抵抗するものの、それがもとで自分自

身が迫害される有様を描いた現代文学の古典です。長年人種差別政策を実施していた南アフリカに対する著者の懐疑的姿勢が

アレゴリカルに表現されたこの作品を通じて人種差別について考えましょう。ついで、『ロビンソン・クルーソー』を女性の視点から

書き換えた Foe (1986)を読み、植民地主義の問題と、小説の＜作者＞が持つ権力の問題について考えましょう。 

 

J. M. Coetzee, who is originally from South Africa, is one of the leading figures of contemporary world literature. We will first 

read his masterpiece Waiting for the Barbarians (1980) , in which a colonial officer begins to have doubts about the colonial rule 

of a race regarded as 'barbarians', and his ensuing ethical rebellion brings about his own persecution. This novel allegorizes the 

problems of Apartheid, which South Africa notoriously adopted, and provides us with a good material for thinking about racial 

discrimination. Then we will read Foe (1986), which is a retelling of Daniel Defoe's Robinson Crusoe (1719) from a viewpoint of a 

woman. By reading this novel, we can think about colonialism and the power of the author. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Waiting for the Barbarians （１） 

3. Waiting for the Barbarians （２） 

4. Waiting for the Barbarians （３） 

5. Waiting for the Barbarians （４） 

6. Waiting for the Barbarians （５） 

7. Waiting for the Barbarians （６） 

8. Waiting for the Barbarians （７） 

9. Foe（１） 
10. Foe（２） 
11. Foe（３） 
12. Foe（４） 
13. Foe（５） 
14. Foe（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決めて発表していただきますが、担当者以外の人たちも当該授業で読む範囲をしっかり予習しておき、議論に参加

する準備をすることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を越えると単位を取得できません。毎回授業の最後に、リアクションペーパーに感想などを書いてもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J. M. Coetzee. 2004. Waiting for the Barbarians. Vintage (ISBN:978-0099465935) 

2. J. M. Coetzee. 2010. Foe. Penguin (ISBN:978-0241950111) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２６ 

(Seminars B26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
E.M.フォースター『眺めのいい部屋』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

E. M. Forster, A Room with a View (1908) を読む 

 

We will read E.M. Forster’s A Room with a View (1908). 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀イギリス文学を代表する小説家 E. M. Forster (1879-1970)の傑作 A Room with a View (1908)を精読します。上流中産階

級の若い女性がイタリアのフィレンツェに旅行し、ホテルの部屋を巡る騒動から価値観の異なる若い男性と知り合います。紆余曲

折の後、彼女は教養ある別の男性と婚約しますが、結局はイタリアで知り合った男性と結婚することになります。この恋愛小説を

通じて、２０世紀初めのイギリスの社会と歴史、階級による価値観の相違などについて学び、この作品の現代性はどこにあるの

かも考察していきます。最後の授業では映画も鑑賞する予定です。 

 

We will carefully read A Room with a View (1908), the masterpiece by the iconic 20th-century English author E.M. Forster 

(1879-1970). In the novel, a young woman of upper middle class travels to Florence in Italy and encounters a young man 

through a trouble concerning a room with a view. After many twists and turns she is engaged with a diffrent man, but in the end 

breaks the engagement to marry the man she met in Florence. By reading this novel about young people's romance, we can 

think deeply about the history and society of England in the early twentieth century and the questions of class difference.  On 

the final day of class, there will be a viewing of the film adaptation of the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. A Room with a View(１）イントロダクション 

2. A Room with a View（２） 
3. A Room with a View（３） 
4. A Room with a View（４） 
5. A Room with a View（５） 
6. A Room with a View（６） 
7. A Room with a View（７） 
8. A Room with a View（８） 
9. A Room with a View（９） 

10. A Room with a View（１０） 
11. A Room with a View（１１） 
12. A Room with a View（１２） 
13. A Room with a View（１３） 
14. A Room with a View（１４） 映画鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決めて発表していただきますが、担当者以外の人たちも当該授業で読む範囲をしっかり予習しておき、議論に参加

する準備をすることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を越えると単位を取得できません。毎回授業の最後に、リアクションペーパーに感想などを書いてもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. M. Forster. 2000. A Room with a View. Penguin Classics (ISBN:978-0141183299) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２７ 

(Seminars B27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の辿ってきた道 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM127 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史に関連するテキストを読むことで、知識を整理することに加え、現代英語との繋がりを改めて実感することを目的とす

る。 

 

This course will introduce students to the connections between Modern English and Old English, in addition to organizing their 

English language knowledge by reading texts related to the history of the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

それぞれの英単語には歴史が反映されていることが多い。そのような歴史を反映した単語を世紀毎に整理されているテキストを

読みながら、1 つ 1 つの単語の歴史から英語の歴史全般に至るリサーチを行っていく。これにより、英語史の知識を再確認すると

同時に、英単語に含まれる歴史を見ることができる。今期は、5世紀から 18 世紀に関連する単語を見ていく予定である。 

 

Every word tells us something about development of the English Language. Students will conduct research into each word and 

its background through reading related chapters. In addition to reaffirming their knowledge of history of the English language, 

students will also begin to see the connections of each word to modern English. In this semester we will pick up the words 

related to the 5th to 18th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 5 世紀から 10 世紀に関する単語その 1 

3. 5 世紀から 10 世紀に関する単語その２＋発表 

4. 5 世紀から 10 世紀に関する単語その３＋発表 

5. 5 世紀から 10 世紀に関する単語その４＋発表 

6. 5 世紀から 10 世紀に関する単語その５＋発表 

7. 11 世紀から 16 世紀に関する単語その１＋発表 

8. 11 世紀から 16 世紀に関する単語その２＋発表 

9. 11 世紀から 16 世紀に関する単語その３＋発表 

10. 11 世紀から 16 世紀に関する単語その４＋発表 

11. 17 世紀・18 世紀に関する単語その１＋発表 

12. 17 世紀・18 世紀に関する単語その２＋発表 

13. 17 世紀・18 世紀に関する単語その３＋発表 

14. 17 世紀・18 世紀に関する単語その４＋発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に読み進めるテキストには目を通しておいてください。また、授業内で発表を行う場合にはハンドアウトを作成し、十分に準備

をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内アクティビティ(45%)/授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時ハンドアウトを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. David Crystal. 2012. The Story of English in 100 Words. Profile Books (ISBN:978-1-84668-428-9) 

2. A.C.Baugh and T. Cable. 2013. A History of the English Language. Pearson (13-978-0-205-22929-0) 

上記以外は随時授業内で紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講人数によっては、グループに分け、グループの中で発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、1 章ずつテ

キストを読み進めていくことを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２８ 

(Seminars B28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の辿ってきた道 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM127 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史に関連するテキストを読むことで、知識を整理することに加え、現代英語との繋がりを改めて実感することを目的とす

る。 

 

This course will introduce students to the connections between Modern English and Old English, in addition to organizing their 

English language knowledge by reading texts related to the history of the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

それぞれの英単語には歴史が反映されていることが多い。そのような歴史を反映した単語を世紀毎に整理されているテキストを

読みながら、1 つ 1 つの単語の歴史から英語の歴史全般に至るリサーチを行っていく。これにより、英語史の知識を再確認すると

同時に、英単語に含まれる歴史を見ることができる。今期は 19世紀から 21 世紀に関連する単語を見ていく予定である。 

 

Every word tells us something about development of the English Language. Students will conduct research into each word and 

its background through reading related chapters. In addition to reaffirming their knowledge of history of the English language, 

students will also begin to see the connections of each word to modern English. In this semester we will pick up the words 

related to the 19th to 21st century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 19 世紀に関する単語その 1 

3. 19 世紀に関する単語その２＋発表 

4. 19 世紀に関する単語その３＋発表 

5. 19 世紀に関する単語その４＋発表 

6. 19 世紀に関する単語その５＋発表 

7. 20 世紀に関する単語その１＋発表 

8. 20 世紀に関する単語その２＋発表 

9. 20 世紀に関する単語その３＋発表 

10. 20 世紀に関する単語その４＋発表 

11. 21 世紀に関する単語その１＋発表 

12. 21 世紀に関する単語その２＋発表 

13. 21 世紀に関する単語その３＋発表 

14. 21 世紀に関する単語その４＋発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に読み進めるテキストには目を通しておいてください。また、授業内で発表を行う場合にはハンドアウトを作成し、十分に準備

をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内アクティビティ(45%)/授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時ハンドアウトを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. David Crystal. 2012. The Story of English in 100 Words. Profile Books (ISBN:978-1-84668-428-9) 

2. A.C.Baugh and T. Cable. 2013. A History of the English Language. Pearson (13-978-0-205-22929-0) 

上記以外は随時授業内で紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講人数によっては、グループに分け、グループの中で発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、1 章ずつテ

キストを読み進めていくことを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １ 

(English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modernist Poetry III: Eliot 

担当者名 

（Instructor） 
マグラフリン(MCLAUGHLIN MATTHEW) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM201 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This English literature course aims to help students develop their English abilities in the four core skills of listening, reading, 

speaking, and writing through a combination of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will 

have the opportunity to enhance their abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the 

provision of supplementary notes, letters by the author, and videos to aid students in their reading and interpretation of the 

source text from various perspectives and thereby facilitate their overall understanding of some of T. S. Eliot’s poetry, with a 

strong focus on Eliot’s most well-known works, "Prufrock", The Waste Land, and Four Quartets.   

More specifically, in class we will devote much time to studying Eliot’s The Waste Land and the numerous themes and motifs 

that emerge throughout the poem such as death, rebirth, the seasons, lust, love, water and history.  

 

In terms of skills related to English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening 

skills through the interpretations of the text provided by their teacher in class, listening to some audio recordings of Eliot 

reading his own poetry, and by watching videos about the author (T. S. Eliot) or his poetry, presented by other professors, 

analysts, critics and fans, which will be recommended as a way to supplement their knowledge of the course. Pair and group 

discussions will be held in regular classes on questions directly related to the text and given to students beforehand to prepare. 

Presentations will also be conducted in class (around Week 8 of the course) to help students improve their written proficiency 

(in preparing for the presentation) and their spoken English proficiency when they give the presentation in class. Three written 

homework assignments will be assigned on either readings from the textbook or supplementary materials provided in class. 

Some guidelines on how to complete these assignments will also be provided by the teacher, to help students improve their 

abilities in English written composition and expression.  

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. the historical background and contexts of Modernism and the major Modernist poets; 

2. the style, structure, aesthetics and aims of Eliot’s poetry, with a particular focus on his two major<BR>  

masterpieces, The Waste Land and Four Quartets; 

3. several ways of analyzing a text, through supplementary readings and slides provided in class. 

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers 

4. the ability to present an argument or summary of one’s opinion on a literary work   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss T. S. Eliot’s, 

Collected Poems, with a particular focus on his major works, The Waste Land and Four Quartets.  

 

Much has been written on Eliot’s poetry by literary scholars and critics to date. Therefore, some supplementary notes and 

commentary will be provided to assist students in their comprehension of the book. Most supplementary notes have been drawn 

from a volume of essays and literary criticism entitled, A Companion to T. S. Eliot edited by David E. Chinitz, Thomas Howard’s 

Dove Descending: A Journey Into T. S. Eliot’s Four Quartets and A Student’s Guide to the Selected Poems of T. S. Eliot by B. 

C. Southam. To further assist students in their elucidation of the text, key excerpts from letters and essays penned by Eliot will 

also be included, taken from The Selected Essays of T. S. Eliot and The Letters of T. S. Eliot: 1898 – 1922 (Vol.1). This is to 

ensure that students are equipped with a richer background on what Eliot was experiencing at key points in his life (for example 
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his convalescence in Switzerland). Moreover, where possible, annotated versions of Eliot’s poems will be provided. These 

annotations have been sourced from Thomas Howard’s book (see above), A Student’s Guide to T. S. Eliot and the more recent 

exhaustive publication of Eliot annotations, The Poems of T. S. Eliot: Collected and Uncollected Poems (Volume 1). Finally, a 

few online videos in which other professors of English literature (such as Yale Professor Langdon Hammer and a video lecture 

by Thomas Howard himself) discuss Eliot’s work and legacy as a modernist poet and writer will be included in this course to 

offer students the opportunity to hear other perspectives and opinions on the book from people who have experience analyzing 

these texts before.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Background to Modernist Poetry & Eliot, Pound & Williams 

After explaining the syllabus, assignments (including presentations to be conducted in Lesson 8), and course requirements, 

this session will provide students with background information on Modernist literature, the major authors of this movement 

(Eliot, Pound, Williams, Stein, Zukofsky, H. D. etc.), before moving on to the life of Eliot, his struggles and triumphs, public 

reception as a poet and his general artistic aims when he set out to write The Waste Land and Four Quartets, among 

others. 

2. Early Eliot: "Prufrock" Part 1 (pp. 1-15) 

In our second lesson together, we will discuss the first half of Eliot’s debut, "Prufrock", published in 1917 when the poet 

was only 29 years old. We will discuss some of the main themes in this early collection of poems such as love, 

manipulation, time, appearances, and adultery. 

3. Early Eliot: Prufrock Part 2 (pp. 16 - 26)  

In this third lesson, we will focus on the second half of Eliot’s first book, Prufrock, with a particular focus on ‘La Figlia Che 

Piange’, a strong poem that closes the collection. Students will also receive their first assignment on ‘Ash-Wednesday’ 

(pp. 85 – 95), a poem that will not be covered separately in class.  

4. Poems 1920: Part 1 (pp. 29 – 46)  

This lecture will explore the first half of Eliot’s second major publication. Four poems in this section are in French and 

therefore a thorough understanding of the original lines of these particular poems is not expected of students. English 

translations of these poems will be provided so that students can comment upon them.  

5. Poems 1920: Part 2 & The Hollow Men (pp. 47 – 50 & 79 – 82) 

This class will proceed from where lecture 4 left off and first review what has been covered so far. In this lesson we will 

look at ‘Mr Eliot’s Sunday Morning Service’, an important poem in Eliot’s canon, and ‘Sweeney Among the Nightingales’ 

to conclude Poems 1920 and then skip ahead to discuss the poem ‘The Hollow Men,’ a poem that Ezra Pound refers to 

at the beginning of The Pisan Cantos. Submission of Assignment 1 due this week. Explanation of Assignment 2 

(presentations) given in class and via email.  

6. The Waste Land: Parts I & II (pp. 51 – 59) 

Lessons 6 and 7 are important for they both focus on one of Eliot’s most famous works, The Waste Land. As The Waste 

Land is considered one of the most difficult poems ever written by Eliot, an annotated version of this poem will be 

provided for students to have a better grasp of some of the literary references and allusions in Eliot’s first masterpiece, 

including some fascinating details about Eliot’s health and circumstances surrounding the genesis of the poem. 

7. The Waste Land: Parts III, IV & V (pp. 60 – 69) 

This lesson will focus on the remaining parts of Eliot’s masterpiece, The Waste Land. We will also discuss the response 

from various critics to Eliot’s poem. Students will have a small amount of time to share their ideas on The Waste Land, 

ahead of their presentations conducted in the following week.  

8. Presentations (Assignment 2)  

In this class, students will have a chance to present on one of several topics related to Eliot’s The Waste Land. Each 

student will be expected to provide a 3-minute short presentation (PowerPoint slides are optional) followed by 1-2 

minutes of questions from the audience on the content presented.  

9. Four Quartets I: Burnt Norton (pp. 177 – 183)  

If The Waste Land is Eliot’s early masterpiece, then Four Quartets is his later masterpiece. As the Four Quartets is also a 

complex work rich in symbolism and allusion, only one section will be assigned per week. This lecture and the subsequent 

lectures on the Four Quartets will be supplemented with an annotated version, separately provided. As each part of this 

poem represents a place significant to Eliot, we will also talk about the meaning of the Burnt Norton manor house in 

Gloustershire (England) to Eliot, his conversion to Christianity and the theme of time. Each section represents one of the 

four elements as well and here the main theme is air.  

10. Four Quartets II: East Coker (pp. 184 – 191) 

Just like in the first section about Burnt Norton, East Coker is also an important personal place to Eliot: it is his ancestral 

home. In this section, we will discuss man’s relationship to the past and to the earth (the elemental theme of this section), 
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learning the wisdom of humility and experiencing a ‘dark night of the soul,’ which has its origins in St. John of the Cross, 

and another idea that appeared in Pound’s Pisan Cantos as well. Finally, we will talk about Eliot’s beliefs in God and in the 

idea of salvation from original sin. Assignment 3 on the ‘Ariel Poems’ section (pp. 99 – 108) will also be distributed in this 

week.  

11. Four Quartets III: The Dry Salvages (pp. 192 – 200) 

In the previous two sections, air and earth were the overriding elemental themes, for Burnt Norton and East Coker, 

respectively. In this section, the main theme is water. More specifically, Eliot analyzes the differences between the nature 

of river (the river without and the river within us) and as a symbol for monotheism as well as the nature of the ocean, 

which is polytheistic with many voices. We will also briefly discuss one aspect of poetic form here: Eliot’s variation on the 

sestina with recurring lines of rhyme. The place that ‘The Dry Salvages’ refers to is some rocks in Massachusetts, which 

takes Eliot back to his youth. We will briefly look at the geography of this location.   

12. Four Quartets IV: Little Gidding (pp. 201 – 209) 

In the fourth and final section of Four Quartets called ‘Little Gidding’, we look at the fourth elemental theme, fire, and how 

it symbolizes destruction, purgation and renewal. This is a theme we previously looked at in 2019 when we studied Book III 

(The Library) in William Carlos Williams’ Paterson. In this section, we will explore what is perhaps the most difficult section 

of Eliot’s final masterpiece, and how this section tries to unify themes and symbols from the preceding three sections into 

an exhilarating fusion and conclusion. In terms of poetic form, we will explore Eliot’s use of the ‘terza rima’, famously used 

by Dante. Furthermore, in religious terms, we will talk about the meaning of the Pentecost, and accepting the Holy Spirit 

into one’s life (sometimes portrayed through the symbol of the dove). Assignment 3 is due for submission in this week. 

The fourth and final assignment, a response paper, will be distributed and/or sent out to students by email.  

13. Occasional Verses (pp. 213 – 220) & Mock Exam  

In our penultimate class for this course, we will look at a few select poems from the final section of the textbook and a 

short mock exam will be given to students to prepare for the following week’s final examination. The mock exam will follow 

the exact same format as the final examination. To prepare for the possible essay topics (Section III of the exam), 

students will form groups, share ideas and then present a short group summary to the class. Students should take notes 

during this time, which they can draw upon during the last section (the essay question) of their final examination.  

14. Final Examination 

The final examination will cover all parts of the text covered under this syllabus and supplementary materials covered 

throughout the semester. Students will be given 90 minutes to complete the exam. Please be prepared for multiple-choice 

questions, short-answer questions on key themes, motifs or quotations from the text or Eliot’s body of work, and a final 

essay question. The final examination will follow the exact same format as the mock exam conducted in the previous 

lesson, Lesson 13.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be prepared to analyze the readings using a variety of resources. It is essential that students have read the 

assigned reading sections before attending each class. Supplementary materials (notes, letters, analysis, MP3 audio files and 

videos) will also be provided by the teacher and reading, viewing or listening to these extra materials will offer students a 

chance to enrich their understanding of the primary text. Four homework tasks will be assigned and students are expected to 

submit them on time.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignment 1: Ash-Wednesday(10%)/Assignment 2: Presentation (on The Waste 

Land)(10%)/Assignment 3: Ariel Poems(10%)/Assignment 4: Essay (Option A, B or C)(10%)/In-class discussion activities and 

participation(20%) 

2020/6/15 変更【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)40%, Assignment 1: Ash-Wednesday 10%, Assignment 2: 

Presentation (on The Waste Land) 10%, Assignment 3: Ariel Poems 10%, Assignment 4: Essay (Option A, B or C) 10%, In-class 

discussion activities and participation20%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. T. S Eliot.. 2002. Collected Poems. Faber & Faber (ISBN:978-0571336593) 

 

参考文献（Readings） 

1. B. C. Southam. 1990. A Student’s Guide to T. S. Eliot. Faber & Faber 

2. T. S. Eliot. 1964. Selected Essays. Harcourt Brace 

3. Thomas Howard. 2006. Dove Descending: A Journey Into T. S. Eliot’s Four Quartets. Ignatius Press (ISBN:978-1586170400) 

4. T. S. Eliot (edited by Christopher Ricks). 2015. The Poems of T. S. Eliot: Volume 1: Collected and Uncollected Poems. Faber & 

Faber (ISBN:978-0571238705) 

Other required readings, materials and annotated versions of some of the poems will be distributed either by the instructor 
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during class time, or by email to students.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Slide presentations (used during each lecture) and annotated versions of the assigned weekly reading sections will be uploaded, 

on an ad hoc basis, or will be sent to students by e-mail to help them review the text, relevant background information and 

facilitate their understanding of the text. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ２ 

(English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modernist Poetry IV: Zukofsky 

担当者名 

（Instructor） 
マグラフリン(MCLAUGHLIN MATTHEW) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM201 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This English literature course aims to help students develop their English abilities in the four core skills of listening, reading, 

speaking, and writing through a combination of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will 

have the opportunity to enhance their abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the 

provision of supplementary notes, letters by the author, and videos to aid students in their reading and interpretation of the 

source text from various perspectives and thereby facilitate their overall understanding of some of Zukofsky’s poetry, with a 

strong focus on Zukofsky’s most well-known works, Anew, selections from “A” (his long masterpiece) and 80 Flowers (his final 

masterpiece). More specifically, in class we will devote a considerable amount of time (probably 4 lectures) studying Zukofsky’s 

major work, “A” and the numerous themes and intentions of the author. For students who have studied the previous courses on 

Imagism (William Carlos Williams’ Paterson and Ezra Pound’s Pisan Cantos, respectively), there will also be some analysis on the 

minor differences between Imagism and Objectivism as Zukofsky is generally considered one of the major Objectivist poets of 

the 1930s.  

 

In terms of skills related to English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening 

skills through the interpretations of the text provided by their teacher in class, listening to some interviews held with Zukofsky 

(and now available on YouTube), and by watching videos about the author (Louis Zukofsky) or his poetry, presented by other 

professors, analysts, critics and fans, which will be recommended as a way to supplement their knowledge of the course. Pair 

and group discussions will be held in regular classes on questions directly related to the text and given to students beforehand 

to prepare. Presentations will also be conducted in class (around Week 8 of the course) to help students improve their written 

proficiency (in preparing for the presentation) and their spoken English proficiency when they give the presentation in class. 

Three written homework assignments will be assigned on three keys sections of the textbook or supplementary materials 

provided in class. Some guidelines on how to complete these assignments will also be provided by the teacher, to help students 

improve their abilities in English written composition and expression.  

 

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. the historical background and contexts of Objectivism and the Objectivist poets; 

2. the style, structure, aesthetics and aims of Zukofsky’s poetry, with a particular focus on his two major<BR>   

masterpieces, “A” and 80 Flowers; 

3. several ways of analyzing a text, through supplementary readings and slides provided in class. 

 

This course also fosters the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context; 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources; 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers; 

4. the ability to present an argument or summary of one’s opinion on a literary work.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss Louis 

Zukofsky’s, Selected Poems, with a particular focus on his major works, “A” and 80 Flowers.  

 

Much has been written on Zukofsky’s poetry by literary scholars and critics to date. Therefore, some supplementary notes and 

commentary will be provided to assist students in their comprehension of his poetry and work. Most supplementary notes have 

been drawn from a volume of essays and literary criticism entitled, Louis Zukofsky and the Poetry of Knowledge by Mark 
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Scroggins, and Zukofksy’s “A”: An Introduction by Barry Ahearn. To further assist students in their elucidation of the text, key 

excerpts from letters and essays penned by Zukofsky will also be included, taken from Prepositions: The Collected Critical 

Essays of Louis Zukofsky and some notes from Reading Zukofsky’s “80 Flowers” by Michele Leggott will be used to assist 

students with the final section of the course. This will be to ensure that students are equipped with a richer background on 

some of Zukofsky’s philosophies and beliefs on writing, as well as an understanding of other writers with whom he was 

corresponding, notably Williams and Pound. Moreover, where possible, annotated versions of Zukofsky’s poems will be provided. 

These annotations have been sourced from the books by Mark Scroggins, Barry Ahearn and Michele Leggott mentioned above. 

Finally, a few online videos in which other writers, poets (such as Robert Creeley) or academics discuss Zukofsky’s work and 

legacy as an Objectivist poet and writer will be included in this course to offer students the opportunity to hear other 

perspectives and opinions on his work from people who have experience analyzing his poems before.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Imagism & Objectivism in the work of Williams, Pound, Eliot & Zukofsky 

After explaining the syllabus, assignments (including presentations to be conducted in Lesson 8), and course requirements, 

this session will provide students with background information on Modernist literature, the major authors of this movement 

(Eliot, Pound, Williams, Stein, Zukofsky, H. D. etc.), before moving on to the life of Zukofsky, his literary ‘position’ vis-à-vis 

other contemporaries such as Pound and Williams, his public reception as a poet and his general artistic aims when he set 

out to write his epic poem “A” and his later masterpiece, 80 Flowers.  

2. Early Zukofsky: 55 Poems Part 1 (pp. 1-14) 

In our second lesson together, we will discuss the first half of one of Zukofsky’s earliest books of poetry, 55 Poems. In 

particular, we will focus on the sections called ‘Poem beginning “The”’ and ’29 Poems.’ Another important aspect in 

Zukofsky’s work that we will discuss is the author’s relationship with music and how his wife, Celia Zukofsky, who was a 

composer, influenced his work.  

3. Early Zukofsky: 55 Poems Part 2 (pp. 15 - 26)  

In this third lesson, we will continue to talk about Zukofsky’s book, 55 Poems, but focus on the section called ’29 Songs.’ 

We will then look at 8 poems from Zukofsky’s collection of shorter poems called, Anew. We will also discuss the response 

from other writers on Zukofsky’s shorter poems.  

4. Some time & Barely & Widely (pp. 27 – 36)  

This lecture will explore the four poems from Zukofsky’s book of verse, Some Time, and two poems from his book, Barely 

& Widely. Questions on the third and last section of Barely & Widely (called ‘4 Other Countries’) will be distributed as 

Assignment #1 for the course.  

5. I’s (Pronounced Eyes) (pp. 74 - 80) 

As this class only covers a small section of the textbook, Selected Poems (of Louis Zukofsky), the second half of the 

class will serve as an introduction to Zukofsky’s major work, “A”, which we will begin to look at in the following week, in 

Lesson 6. As students will be required to make a presentation (in Lesson 8) on a topic related to Zukofsky’s “A” students 

will have a chance to discuss these topics in groups, begin taking notes and start planning for their presentations.  

6. “A”: Part 1 (pp. 81 – 97) 

Lessons 6, 7, 9 and 10 are probably the most important lectures of the whole course for they focus on Zukofsky’s most 

famous work, “A”, an epic poem as long as Ezra Pound’s Cantos. In this lesson we will look at sections 1, 7, 9 and 11 from 

“A”. Annotations on this poem will be provided for students to have a better grasp of some of the literary references and 

meaning in Zukofsky’s masterpiece, including some fascinating details about the surrounding circumstances behind the 

composition of the poem, including his correspondence with Pound and Williams and several other authors such as George 

Oppen.  

7. “A”: Part 2 (pp. 97 - 119) 

This second lesson on Zukofsky’s grand opus will focus on selections from 12, 15, and 21 and also number 16 from 

Zukofsky’s “A”. As section 23 of “A” is the longest, it will be covered over the course of the two lessons following the 

presentations (namely, in Lessons 9 and 10).  

8. Presentations (Assignment 2)  

In this class, students will have a chance to present on one of several topics related to Zukofsky’s “A”. Students will be 

provided several options and each student will be expected to provide a 3-minute short presentation (PowerPoint slides 

are optional) followed by 1-2 minutes of questions from the audience on the content presented.  

9. “A”: Part 3 (pp. 119 - 135)  

In our first lesson after our presentations, we will look at the final section of “A” included in students’ textbooks – section 

23. As this section is one of the longest sections of the textbook, it will be covered over two lessons.  
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10. “A”: Part 4 (136 - 152) 

In this lesson we will pick up from where we left off in our ninth lesson. After briefly reviewing the content from the 

previous lesson, we will then try to complete the rest of section 23.  

11. Catullus (pp. 156 - 160) 

In this lesson, we will take a look at a different aspect of Zukofsky’s oeuvre: the poet’s highly original approach to 

translation in which he tries to capture and replicate the original sounds of a language (in this case Latin) in the target 

language (which is English). This was a radical new approach to translation, which prioritized rhythm and sound over 

meaning. We will begin by talking briefly about the famous Latin poet, Catullus (a poet we briefly discussed in Ezra Pound’s 

Pisan Cantos) and the legacy of his work. The teacher will then briefly explain Zukofsky’s theories on literary translation 

and students will have a chance to compare other more ‘conventional’ translations of Catullus’ work with Zukofsky’s own 

translations. Students will also be given their third assignment on Catullus during this week of classes.  

12. 80 Flowers (pp. 161 - 165) 

In the final full lecture, we will take a look at selections from Louis Zukofsky’s late masterpiece, 80 Flowers. Some analysis 

of this poem by Professor Michele Joy Leggott will also be provided to help students understand the rhythms and meter 

used in this sequence of poems plus Zukofsky’s ultimate artistic aims when he painted his final masterpiece.  

13. 80 Flowers Review & Mock Exam  

In our penultimate class for this course, we will review some of Leggott’s analysis of 80 Flowers from the previous class 

and to conclude the first half (the lecture part) of the lesson, we will compare some of the differences between 

Zukofsky’s two masterpieces, “A” and 80 Flowers. In the second half of the lesson, we will conduct a mini-mock exam. 

The mock exam will follow the exact same format as the final examination and students will answer questions on the first 

two sections (multiple-choice questions in Section 1 and short-answer questions in Section 2). To prepare for the 

possible essay topics (Section III of the exam), students will form groups, share ideas and then present a short group 

summary to the class. Students will be provided with a list of 9 possible essay topics, three of which will appear on the 

final exam as topic candidates (and students ultimately choose ONE of these topics for writing an essay in Section III). 

Therefore, the class will be divided into three groups and three different topics will be assigned to each group, in order to 

cover all possible 9 essay topic candidates in a short period of time. Students should take notes during this final group 

discussion, which they will be able to refer to in the final open-book section (the essay question) of their final 

examination.  

14. The final examination will cover all parts of the text covered under this syllabus and supplementary materials covered 

throughout the semester. Students will be given 90 minutes to complete the exam. Please be prepared for multiple-choice 

questions, short-answer questions on key themes, motifs or quotations from the text or Zukofsky’s body of work, and a 

final essay question. The final examination will follow the exact same format as the mock exam conducted in the previous 

lesson, Lesson 13.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be prepared to analyze the readings using a variety of resources. It is essential that students have read the 

assigned reading sections before attending each class. Supplementary materials (notes, letters, analysis and videos) will also be 

provided by the teacher and reading or viewing these extra materials will offer students a chance to enrich their understanding 

of the primary text. Three written assignments (and one presentation) will be assigned and students are expected to submit 

them on time.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Assignment 1:‘4 Other Countries’ (Barely & Widely)(10%)/Assignment 2: Presentation (on 

Zukofsky’s “A”)(10%)/Assignment 3: Catullus(10%)/Assignment 4: 80 Flowers(10%)/In-class discussion activities and 

participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Louis Zukofsky. 2006. Selected Poems. Ed. by Charles Bernstein. The Library of America. (ISBN:978-1931082952) 

 

参考文献（Readings） 

1. Barry Ahearn. 1983. Zukofsky’s “A”: An Introduction. University of California Press (ISBN:978-0520043787) 

2. Michele Joy Leggott. 1989. Reading Zukofsky's "80 Flowers". The John Hopkins University Press (ISBN:978-0801833687) 
3. Mark Scroggins. 1998. Louis Zukofsky and the Poetry of Knowledge. University of Alabama Press (ISBN:978-0817309077) 
4. Louis Zukofsky. 2001. Prepositions: The Collected Critical Essays. Wesleyan University Press (ISBN:978-0819564283) 
Other required readings or materials will be distributed by the instructor during class time.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Slide presentations (used during each lecture) and annotated versions of the assigned weekly reading sections will be uploaded, 

on an ad hoc basis, or will be sent to students by e-mail to help them review the text, relevant background information and 
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facilitate their understanding of the text. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ３ 

(English Seminars 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Two Stories about the Aftermath of World Wars: A Month in the Country and "In 

Another Country" 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM203 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning - listening, reading, speaking and writing - through various class activities.  

Students will be encouraged to explore the backgrounds of the two stories such as post-war Britain and the persecution of 

Jews under Nazi Germany. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on J. L. Carr's A Month in the Country and David Constantine's "In Another Country"will be given.  

Told from the perspective of a now elderly man, the main protagonist in Carr's novel recollects the process in which he 

recovered from WWI trauma through artistic activity and friendship.  "In Another Country" is about a man's struggle to find his 

purpose of life after his worlds were transformed by the WWII.  Students are required to prepare the assigned reading, give a 

short presentation, participate in discussions, and write comments at the end of each class.  An end-of-term essay about 700 

words is also required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: background information 

2. Tom Birkin's mural work at Oxgodby 

3. Birkin's facial twitch and nightmares 

4. Another trench survivor Charles Moon 

5. Birkin's productivity 

6. Warmhearted people in the village of Oxgodby 

7. Alice Keach 

8. The revelation of the mural 

9. Mutual understanding between Birkin and Moon 

10. Birkin's new path of life 

11. The film adaptation of "In Another Country" 

12. The letter about Katya 

13. Mrs. Mercer's anxiety 

14. Mr. Mercer's way of healing 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is necessary to browse through the assigned reading before the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/attendance and participation(30%)/oral presentation and written comments(30%) 

Students who attend less than two-thirds of classes are ineligible for the credits, and attendance thirty minutes after the start 

is regarded as absence. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J. L. Carr. 2014. A Month in the Country. Penguin (ISBN:9780241972038) 

2. David Constantine. In Another Country. Comma Press 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ４ 

(English Seminars 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Two Classics with First-person Narrators: Rebecca and "Cathedral" 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM203 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning - listening, reading, speaking and writing - through various class activities.  To 

enhance the understanding of characters' thoughts and plot developments, students will pay attention to the narrative 

perspectives and their insufficiencies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on Daphne du Maurier's Rebecca and Raymond Carver's "Cathedral" will be given.  Rebecca is a 

romantic suspense novel about feminine rivalry.  The nameless first-person narrator cannot understand well an unfamiliar 

environment and its dark secrets.  She therefore grows increasingly uncomfortable when information about  the dead Rebecca 

unfolds.  The first-person narrator in "Cathedral" is also nameless.  His account is unreliable due to his closed world view and 

prejudice against his wife's blind friend.  Students are required to prepare the assigned reading, give a short presentation, 

participate in discussions, and write comments at the end of each class.  An end-of-term essay of about 700 words is also 

required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Daphne du Maurier's unreliable narrator 

2. The narrator's first love Maxim 

3. The estate of Manderley 

4. The mystery of the dead Rebecca 

5. The narrator's jealousy 

6. Mrs. Danvers's tricks 

7. Jack Favell 

8. Maxim as a murder suspect 

9. Dr. Baker 

10. Surprise news of Rebecca's illness 

11. The loss of Manderley 

12. The I-narrator's subconscious prejudice against the blind Robert 

13. The narrator's wife's emotional attachment to Robert 

14. The climax of simulating an image of a cathedral 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is necessary to browse through the assigned reading.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/attendance and participation(30%)/oral presentation and written comments(30%) 

Students who attend less than two-thirds of classes are ineligible for the credits, and attendance thirty minutes after the start 

is regarded as absence. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daphne du Maurier. 2016. Rebecca. Virago (ISBN:9780349006574) 

2. Raymond Carver. Cathedral. Vintage 

 

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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■AM205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ５ 

(English Seminars 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Aliens and Outsiders in Anglophone Literature 1 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM205 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students who successfully compete the course will be able to, in English,   

• understand the conflicts, themes, and structures of the course texts 

• discuss critical and interpretive responses to the above 

• understand relationships between social change, and literary/cultural representation 

• understand the effects of historical changes on both a community and an individual 

• understand notions of self and belonging in terms of urbanization, ideologies, race, and gender 

• read fiction with minimal recourse to a dictionary 

• give short presentations on content, context, and interpretation 

• write a thesis-based essay using textual evidence to support claims and analyze quotations 

 

授業の内容（Course Contents） 

     The great changes of the twentieth century resulted from the Enlightenment’s privileging of rationalism, which diluted the 

influence of religion; the Industrial Revolution bringing mechanization into the workplace; and urbanization further separating 

humans from nature. Behind these movements hovered Romanticism’s celebration of the specialness of each person’s 

imagination and existence, the steady erosion of feudalism in favor of capitalism, and the rise of the nation state and the idea of 

national identity. Then came World War One and the mass slaughter of the newly arisen ‘common man.’ In the aftermath of 

these enormous social and cultural changes, Anglophone writers joined their European counterparts in struggling to understand 

the place of the individual in a rapidly modernizing world.  

     This course will sample some prominent literary explorations of selfhood in the face of these changes. The challenges of 

creating and maintaining a sense of self often proved too great. Alienation – whether voluntary or involuntary – became a main 

focus of novels, short stories, and poetry. 

     The spring semester will concentrate on America, and how despite the promise of freedom, democracy, and the 

enshrinement of the pursuit of happiness in the national ethos, literature often found itself both lamenting and celebrating aliens 

and outsiders of various kinds.  

     This is also a course on reading, writing, thinking and discussion – the fundamental skills of scholars in the humanities. As 

such, we are here to gain a deeper understanding of the value of critical responses to ideas, assumptions, and theories, and the 

ways literary texts can challenge us to rethink our relationship to the world. We are also here to hone our abilities: as close 

readers of texts; as critical thinkers; as participants in lively, engaging, civil and enlightening discussions; and as writers of 

clearly and concisely argued literary-critical essays.  

     In the first two weeks of the course, we will read and discuss Edgar Allan Poe’s short story “Man of the Crowd.” For the 

following six weeks, we will read and discuss Paul Auster’s novel City of Glass. In the final six weeks, we will read and discuss 

Toni Morrison’s novel Sula. To prepare for each class, in addition to the assigned reading, students will write answers and 

responses to questions and prompts. Some of these questions will aid in reading comprehension. Other prompts will require 

students to formulate critical and interpretive responses relating to literary, historical, cultural, and theoretical concerns raised 

by the reading. Each class’s discussion will therefore focus on students’ preparation: students should be ready to advance their 

ideas in both structured (i.e. question and answer) and more free-flowing, spontaneous discussions. In addition to readings and 

discussions, students will write a final essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; what is alienation; what does it mean to be an ‘outsider’? 

The first part of the class will introduce the syllabus, assignments, and expectations of  

the class. The second part will be for students to explore what it means to be a part of a group, and the implications of 
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exclusion – voluntary or involuntary. 

2. Edgar Allan Poe, “Man of the Crowd,” complete study tasks/questions 

In this class we will discuss how Poe represents the idea of being alone in a crowd. Students will participate by offering 

answers from their homework and discussing the reading in class. We will also preview the next text we will read, Paul 

Auster’s novel City of Glass. 

3. City of Glass, read chapters 1-2 (pages 3-26), complete study tasks 

This class will feature discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions. Students will 

participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

4. City of Glass, read chapters 3-6 (pages 27-60), complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions, particularly about subjectivity. Students will participate by offering answers from their 

homework and discussing the reading in class. 

5. City of Glass, read chapters 7-8 (pages 61-87), complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about detective fiction as a genre. Students will participate by offering answers from their homework and discussing the 

reading in class. 

6. City of Glass, read chapters 9-10 (pages 88-123), complete study tasks/questions 

This class will have students work in pairs to discuss their close readings of two key passages from this week’s reading. 

7. City of Glass, read chapters 11-13 (pages 124-158), complete study tasks/questions 

In addition to discussion of homework questions and study tasks, this class will focus  

on questions surrounding modern and postmodern ideas of the self, and how they are represented in the novel. 

8. City of Glass, City of Glass, review, complete study tasks/questions 

This class continues the discussion focus of the previous class. Student groups will  

analyze the enigmatic ending of the novel and give a brief presentation. 

9. Toni Morrison, Sula, read pages 3-29, complete study tasks/questions 

First, essay topics will be distributed and the assignment details will be explained. The final essay will be 4-5 pages, due 

7/15. Then the class will discuss details in the novel, and interpretive questions and discussions. 

10. Sula, read pages 30-66, complete study tasks/questions 

After a brief lecture about Toni Morrison and the cultural politics of race in America, the class will discuss the study 

questions, then present their views on racial and ethnic outsiders in Japan. 

11. Sula, read pages 67-85, complete study tasks/questions 

This class continues the discussion of racial and ethnic outsiders. The class will discuss responses to the study tasks, 

details in the novel, and additional interpretive questions. 

12. Sula, read pages 89-111, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about how Morrison blends narrative with characterization. Students will participate by offering answers from their 

homework and discussing the reading in class. 

13. Sula, read pages 112-149, complete study tasks/questions 

In addition to discussion of homework questions and study tasks, this class will focus  

on questions surrounding racialized ideas of the self, and how they are represented in the novel. 

  

14. Sula, read pages 150-174, complete study tasks/questions; final essays due   

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about the moral questions raised by the novel. Students will participate by offering answers from their homework and 

discussing the reading in class. The final part of the class will be spent in review and reflection on the texts read this 

semester and ideas of self and belonging. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in in-class discussions, including question-and-answer sessions and short presentations(60%)/final essay(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Paul Auster. City of Glass. Penguin (ISBN:0-14-013155-8) 

2. Toni Morrison. Sula. Vintage Classics (ISBN:978-0099760016) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

     Students are expected to actively participate in class, as the teacher will ask many questions, and there will be group 

discussions requiring students to facilitate and/or present their ideas. Perfect English is not required! Students who try their 

best, and commit themselves to active participation, will get the most out of this class. 

     In short, this class is intended for highly motivated students who are willing to work hard to improve their English ability 

through the study of literature. Students with native or near-native English ability will find this class too easy, and are advised 

to seek classes better suited to their abilities. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ６ 

(English Seminars 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Aliens and Outsiders in Anglophone Literature 2 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM205 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students who successfully compete the course will be able to, in English,   

• understand the conflicts, themes, and structures of the course texts 

• discuss critical and interpretive responses to the above 

• understand relationships between social change, and literary/cultural representation 

• understand the effects of historical changes on both a community and an individual 

• understand notions of self and belonging in terms of urbanization, ideologies, race, and gender 

• read fiction with minimal recourse to a dictionary 

• give short presentations on content, context, and interpretation 

• write a thesis-based essay using textual evidence to support claims and analyze quotations 

 

授業の内容（Course Contents） 

     The great changes of the twentieth century resulted from the Enlightenment’s privileging of rationalism, which diluted the 

influence of religion; the Industrial Revolution bringing mechanization into the workplace; and urbanization further separating 

humans from nature. Behind these movements hovered Romanticism’s celebration of the specialness of each person’s 

imagination and existence, the steady erosion of feudalism in favor of capitalism, and the rise of the nation state and the idea of 

national identity. Then came World War One and the mass slaughter of the newly arisen ‘common man.’ In the aftermath of 

these enormous social and cultural changes, Anglophone writers joined their European counterparts in struggling to understand 

the place of the individual in a rapidly modernizing world.  

     This course will sample some prominent literary explorations of selfhood in the face of these changes. The challenges of 

creating and maintaining a sense of self often proved too great. Alienation – whether voluntary or involuntary – became a main 

focus of novels, short stories, and poetry.  

     The fall semester will concentrate on Britain, where traditional social forms clashed with modernist literature’s aesthetic 

and formal destabilizations. A new kind of human, often deliberately at odds with convention, emerged, and with it a new literary 

tone. 

     This is also a course on reading, writing, thinking and discussion – the fundamental skills of scholars in the humanities. As 

such, we are here to gain a deeper understanding of the value of critical responses to ideas, assumptions, and theories, and the 

ways literary texts can challenge us to rethink our relationship to the world. We are also here to hone our abilities: as close 

readers of texts; as critical thinkers; as participants in lively, engaging, civil and enlightening discussions; and as writers of 

clearly and concisely argued literary-critical essays.  

     In the first part of the course, each week we will read and discuss a chapter or two of Aldous Huxley’s novel Brave New 

World. In the final three weeks, we will read and discuss Irish writer James Joyce’s short story “The Dead.” To prepare for each 

class, in addition to the assigned reading, students will write answers and responses to questions and prompts. Some of these 

questions will aid in reading comprehension. Other prompts will require students to formulate critical and interpretive responses 

relating to literary, historical, cultural, and theoretical concerns raised by the reading. Each class’s discussion will therefore 

focus on students’ preparation: students should be ready to advance their ideas in both structured (i.e. question and answer) 

and more free-flowing, spontaneous discussions. Students will also write a final essay. Topics and prompts for these will be 

given in the ninth week of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; what is a citizen, what is a subject, what is a society? 

The first part of the class will introduce the syllabus, assignments, and expectations of the class. The second part will 
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feature a brief overview of historical changes in Britain that gave rise to questions over the individual’s relation to culture 

and society. 

2. Aldous Huxley, Brave New World, read chapters 1-2, complete study tasks/questions 

In this class the first pages of the novel will be read closely for details. Students will participate by offering answers from 

their homework and discussing the reading in class. Prior to that discussion, there will be a brief lecture on 

utopia/dystopia in British literature. 

3. Brave New World, read chapter 3, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions on the theme of separation. Students will participate by offering answers from their homework 

and discussing the reading in class. 

4. Brave New World, read chapters 4-5, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions, particularly about the role of scientific rationality and social formations. Students will 

participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

5. Brave New World, read chapters 6-7, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions, particularly about the role of culture in the construction of a self. Students will participate by 

offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

6. Brave New World, read chapters 8-9, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions, particularly about political authority, institutions, and personal happiness. Students will 

participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

7. Brave New World, read chapters 10-11, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions, particularly about narrative. Students will participate by offering answers from their homework 

and discussing the reading in class. 

8. Brave New World, read chapters 12-13, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions, particularly about motifs in the novel. Students will participate by offering answers from their 

homework and discussing the reading in class. 

9. Brave New World, read chapters 14-15, complete study tasks/questions 

First, essay topics will be distributed and the assignment details will be explained. The final essay will be 9-10 pages, due 

1/19. Then the class will discuss details in the novel, and interpretive questions and discussions about changes in the 

main characters. 

10. Brave New World, read chapters 16-17, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions, particularly about whether freedom is indeed better. Students will participate by offering 

answers from their homework and discussing the reading in class. 

11. Brave New World, read chapter 18, complete study tasks/questions 

This class will feature discussion of the novel’s ending; of particular concern will be consideration of whether the novel is 

actually subversively advocating the kind of dystopian world as an alternative to the modern world. 

12. James Joyce, “The Dead,” read pages 1-7, complete study tasks/questions 

In this class the first pages of the story will be read closely for details. Students will  

participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. Prior to that discussion, there will 

be a brief lecture on Joyce and his contribution to modern literature. 

13. “The Dead,” read pages 7-14, complete study tasks/questions 

This class will concentrate on details from the last half of the story, plus a discussion of the aesthetics of alienation in the 

story. 

14. Final essays are due; review 

The final part of the class will be spent in review and reflection on the texts read this semester and ideas of self and 

belonging. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in in-class discussions, including question-and-answer sessions and short presentations(60%)/final essay(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Aldous Huxley. Brave New World. Vintage Classics (ISBN:9780099518471) 

Other materials will be supplied by the instructor. 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

     Students are expected to actively participate in class, as the teacher will ask many questions, and there will be group 

discussions requiring students to facilitate and/or present their ideas. Perfect English is not required! Students who try their 

best, and commit themselves to active participation, will get the most out of this class. 

     In short, this class is intended for highly motivated students who are willing to work hard to improve their English ability 

through the study of literature. Students with native or near-native English ability will find this class too easy, and are advised 

to seek classes better suited to their abilities. 

 

注意事項（Notice） 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ７ 

(English Seminars 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
British Visual Art and Contemporary UK Society (1) 

担当者名 
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テイラー,D. (TAYLOR,DAVID JOHN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM207 

 

2020 年 3 月 31 日付 担当者変更 

【変更前】ヨッフェ→【変更後】 テイラー,D. 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The principal learning objective of this course is to familiarize students with the history of visual art in the UK, in particular 

twentieth century and contemporary art,  in order to demonstrate how developments in painting and sculpture and other forms 

of visual art have increasingly come to reflect contemporary Britain. The specific artists considered have their origins in the UK, 

but the course also aims to give a wider understanding of historical and contemporary international art, and consider some of 

the major movements and developments in art history and how these are related to British art.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course aims to introduce and give detailed discussion of the above issues, and provide close consideration of the following 

questions:  

 

Who are the major names in British art history? Who are the most significant contemporary UK artists? How does British art 

differ around the various regions of the UK? How are the changing social and political situations of the last fifty years reflected 

in the UK art of the period? Above all, this course will regularly address the major question: how are the complex and distinct 

elements of contemporary multicultural British society reflected in the work of any particular artist?  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Cancelled due to the Coronavirus situation 

2. Cancelled due to the Coronavirus situation 

3. Course Introduction I: Explanation and wide range of (PowerPoint) examples will be provided relating to the major themes 

and the central UK artists to be considered on the course.  

4. Course Introduction II: Explanation and wide range of (PowerPoint) examples will be provided relating to the central 

international themes and the major international artists to be considered on the course by way of explanatory comparison 

to the UK artists.  

5. Course Introduction III: Explanation and wide range of (PowerPoint) examples will be provided relating to contemporary 

British society: images and discussion will cover recent changes in art, politics, British society, popular music, fashion.  

6. The Origins of Modern UK Visual Expression: British portraiture and landscape painting in the eighteenth century, Thomas 

Gainsborough (1727-1788)  

7. British Classicism and Neoclassicism: Joshua Reynolds (1723-1792)  

8. Romanticism I: Visionary England: John Constable (1776-1837) and William Blake (1757-1827)  

9. Romanticism  II: J. M. W. Turner (1775-1851)  

10. Victorian Art: The Pre-Raphaelite Brotherhood and John Ruskin (1819-1900)  

11. Britain, France and British Impressionism: Alfred Sisley (1839-1899) and James McNeill Whistler (1834-1903)  

12. The Early Twentieth Century, World War I painting, John Singer Sargent (1856-1925), Augustus John (1878-1961)  

13. Modernist Beginnings, Vorticism, Wyndham Lewis (1882-1957), Modernist English Sculpture, Jacob Epstein (1880-1959), 

Henri Gaudier Brzeska (1891-1915) 

14. Course summary and revision  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to prepare for analysis of the weekly artists by conducting private internet and library research.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Regular attendance, active participation and performance in class(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. No textbook. No textbook. No textbook 
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There is no textbook required for this course. Students will be provided with weekly PowerPoint materials to examine and 

discuss. Short pieces of written analysis and several homework assignments will also help students increase their knowledge of 

this area.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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その他／英語表現演習 ８ 
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申込カード記入用科目コード：AM207 

 

2020 年 3 月 31 日付 担当者変更 

【変更前】ヨッフェ→【変更後】 テイラー,D. 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The principal learning objective of this course is to familiarize students with the history of visual art in the UK, in particular 

twentieth century and contemporary art,  in order to demonstrate how developments in painting and sculpture and other forms 

of visual art have increasingly come to reflect contemporary Britain. The specific artists considered have their origins in the UK, 

but the course also aims to give a wider understanding of historical and contemporary international art, and consider some of 

the major movements and developments in art history and how these are related to British art.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course aims to introduce and give detailed discussion of the above issues, and provide close consideration of the following 

questions:  

 

Who are the major names in British art history? Who are the most significant contemporary UK artists? How does British art 

differ around the various regions of the UK? How are the changing social and political situations of the last fifty years reflected 

in the UK art of the period? Above all, this course will regularly address the major question: how are the complex and distinct 

elements of contemporary multicultural British society reflected in the work of any particular artist?  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Recap I: Wide range of (PowerPoint) examples will be provided as revision of the central themes and the major UK 

artists considered in the first semester of the course. 

2. Course Recap II: Wide range of (PowerPoint) examples will be provided relating to the central themes and the major UK 

artists to be considered in the second semester of the course.  

3. Post World War II Britain: Modernist developments: Henry Moore (1898-1986), Victor Pasmore (1908-1998), Barbara 

Hepworth (1903-1975) 

4. The School of London I: early Francis Bacon (1909-1992), early Lucien Freud (1922-2011), Frank Auerbach (1931- )  

5. The School of London II: late Francis Bacon (1909 - 1992), late Lucien Freud (1922-2011), Leon Kossoff (1926- ) 

6. London and Beyond: L. S. Lowry (1887- 1976), Graham Sutherland (1903-1980)  

7. Abstract Expressionism in Britain: Ben Nicholson (1894-1982), Patrick Heron (1920-1999) 

8. Britain in the 1960s: UK Pop: David Hockney (1937- ), Peter Blake (1932- ), Patrick Caulfield (1936-2005) 

9. Growing UK Prominence: Ron Kitaj (1932-2007), Howard Hodgkin (1932- ), Richard Long (1945- ) 

10. The Importance of the Turner Prize (1984- ) and the Origins of ‘Cool Britannia’  

11. Rising Stars: Young British Art: Damien Hirst (1965- ), Tracy Emin (1963- ), Rachel Whiteread (1963- ), Chris Ofili (1968- )  

12.  Contemporary Art and Environment: Anthony Gormley (1950- ), Andy Goldsworthy (1956- ), Banksy (unknown) 

13. British Postcolonialism, Satire and Criticism: Anish Kapoor (1954- ), Grayson Perry (1960- ) 

14. Course Summary: UK Art and Contemporary British Society, past and present implications, possible futures  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to prepare for analysis of the weekly artists by conducting private internet and library research.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Regular attendance, active participation and performance in class(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. No textbook. No textbook. No textbook 

There is no textbook required for this course. Students will be provided with weekly PowerPoint materials to examine and 

discuss. Short pieces of written analysis and several homework assignments will also help students increase their knowledge of 
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this area.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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その他／英語表現演習 ９ 
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授業の目標（Course Objectives） 

This English literature course aims to help students develop their English abilities in the four core skills of listening, reading, 

speaking, and writing through a combination of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will 

have the opportunity to enhance their abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the 

provision of supplementary notes, letters by the author, and videos to aid students in their reading and interpretation of the 

source text from various perspectives and thereby facilitate their overall understanding of some Gary Snyder’s poetry, and in 

particular what is widely considered to be his greatest work, Mountains and Rivers Without End.    

 

To provide students with a better background, some materials and information on beat generation literature and writers will also 

be provided to help students better locate Snyder’s work within the beat canon.   

 

In terms of skills related to English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening 

skills through the interpretations of the text provided by their teacher in class, listening to some audio recordings of Snyder 

reading his poetry, and if possible, watching a performance of Gary Snyder reading this poem alongside a group of musicians, as 

a way to help students both hear and see the poetry and not just read it. Pair and group discussions will be held in regular 

classes on questions directly related to the text and given to students beforehand to prepare. Presentations will also be 

conducted in class (around Week 8 of the course) to help students improve their written proficiency (in preparing for the 

presentation) and their spoken English proficiency when they give the presentation in class. Three written homework 

assignments will be assigned on either readings from the textbook or supplementary materials provided in class. Some guidelines 

on how to complete these assignments will also be provided by the teacher, to help students improve their abilities in English 

written composition and expression.  

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. the historical background and contexts of the Beat Generation and some of the most well-known Beat<BR>   

poets and writers; 

2. the style, structure, aesthetics and aims of Snyder’s poetry, with a particular focus on his knowledge of<BR>   

Chinese poetry, painting and literature; 

3. several ways of analyzing a text, through supplementary readings and slides provided in class 

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers 

4. the ability to present an argument or summary of one’s opinion on a literary work  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss Gary Snyder’s 

Mountains and Rivers Without End and the lasting influence that it has had on poetry since its publication.   

 

Much has been written on Snyder’s poetry by literary scholars and critics to date. Therefore, some supplementary notes and 

commentary will be provided to assist students in their comprehension of the book. Most supplementary notes have been drawn 

from a book of literary analysis called, Genesis, Structure, and Meaning in Gary Snyder’s Mountains and Rivers Without End by 

Anthony Hunt. To further assist students in their elucidation of the text, key excerpts from essays penned by Snyder will also 

be included, taken from The Practice of the Wild: Essays by Gary Snyder, and A Place in Space: Ethics, Aesthetics, and 

Watersheds: New and Selected Prose. Some of Snyder’s correspondence with other poets and academics such as Allen 
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Ginsberg and Julia Martin will also be fleetingly referred to, especially the letters which refer to Mountains and Rivers Without 

End. Moreover, where possible, annotated versions of Snyder’s long poem will be provided. These annotations have been 

sourced from Anthony Hunt’s research (see above). Finally, a few online videos of Snyder reading his own poetry and a video of 

a performance by Snyder reading the whole book will be provided (if possible) so that students can appreciate the poetry both 

visually and aurally as well as through their own reading experience.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Background to the Beat Generation & Gary Snyder’s Work 

After explaining the syllabus, assignments (including presentations to be conducted in Lesson 8), and course requirements, 

this session will provide students with background information on the Beat Generation, with a special focus on the main 

writers of these times (Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Ferlinghetti, Corso, Snyder, Whalen, Welch, McClure etc.) and a brief 

overview of some of Snyder’s major publications. The history of Mountains and Rivers Without End is interesting in itself, 

as a poem that slowly came to fruition and was finally published in its entirety in the 1990s. All of this information will be 

covered in the first lecture.  

2. Part 1: Endless Streams and Mountains (pp. 5 – 24) 

In our second lesson together, we will mainly focus on the Sung dynasty horizontal handscroll, upon which the opening 

section is based. Students will examine pictures of the scrolls itself and discuss it. 

3. Part 1: Three Worlds, Three Realms, Six Roads (pp. 25 - 44  

In this third lesson, and second lesson on Part 1 of the book, we will take a look at the relationship between person and 

place. In particular, we will examine how Snyder focuses on the places where people have lived and how those locations 

changed or helped shape people’s lives. First assignment will be distributed either during class time or by email to 

students during this week. 

4. Part 2: The Market (pp. 47 – 64)   

In this lecture and lesson we will discuss Part 2 of the long poem, which begins with a section called ‘The Market.’ Here 

we will discuss the relationship between city and countryside and the effects of a capitalist system on our ways of life and 

values. Japan is no exception so where possible students will have a chance to discuss their own thoughts or experiences 

growing up in Japan as well.  

5. Part 2: Covers the Ground (pp. 65 - 82) 

Similar themes emerge and continue in the second-half of Part 2, including the effect on the natural landscape caused by 

capital enterprise. This is a section that is full of a sense of nostalgia and we will discuss the influence that John Muir had 

on Snyder’s life.  

6. Review of Parts I & II 

This lesson will focus on reviewing what we have read and studied so far. In addition, we will look at some analysis by 

scholars of the first two sections of Snyder’s long poem. Students will have a small amount of time to share their ideas on 

Mountains and Rivers Without End, with the aim of sharing some ideas to help them with their final preparations for the 

presentations conducted in the following week. Presentations will focus on Part II of Snyder’s poem.  

7. Presentations  

In this class, students will have a chance to present on one of several topics related to Part II of Snyder’s Mountains and 

Rivers Without End. Each student will be expected to provide a 3-minute short presentation (PowerPoint slides are 

optional) followed by 1-2 minutes of questions from the audience on the content presented. 

8. Part III: The Circumambulation of Mt. Tamalpais (pp. 85 – 102)  

In this fascinating section, we will discuss Snyder’s interest in rites, rituals and practices and one of these spiritual 

exercises is that of hiking. Although not directly related to the book, we will briefly discuss Snyder and Kerouac’s hikes 

together including those Kerouac wrote about in The Dharma Bums. For those taking Beat Poetry Masterpieces II (in 

Semester 2) this will provide some key information on Kerouac as poet and writer, as a short introduction to his work.  

9. Part III: Haida Gwai North Coast etc. (pp. 103 - 115)  

This section explores the geography of an area which influenced Snyder from a young age. Briefly we will touch upon 

Snyder’s thesis from his Reed College days, He Who Hunted Birds in His Father’s Village: The Dimensions of a Haida 

Myth, and its connection to this section of the poem. Assignment 3 will be distributed during this week.  

10. Part IV: Old Woodrat’s Stinky House (pp. 119 – 136) 

This lesson focuses on the opening parts of the final section (Part IV) of Snyder’s poem. Here we look at some difficult 

Buddhist philosophical comments from Dogen and also how Snyder wishes to remind us to be more attentive to the 

planet, in particular how we can better share it with other beings.  

11. Part IV: We Wash Our Bowls In This water (pp. 137 - 152) 

In this class, we will look at the concluding sections of Part IV of Mountains and Rivers Without End. In particular, we will 

examine and discuss Snyder’s fascinating and insightful comments on the food chain, and the relationship between life and 

death, and how energy is conveyed through ecosystems and life in general. 
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12. Here in our 12th lesson, now that we have covered most, if not all, of the book, we will conduct a comprehensive review of 

Mountains and Rivers Without End and explore some of the underlying architecture behind the poem, such as how its 

structure is based on Japanese Noh plays. The fourth and final assignment, an essay paper, will be distributed and/or sent 

out to students by email.  

13. Mock Exam & Group Discussion 

In our penultimate class for this course, a short mock exam will be given to students to prepare for the following week’s 

final examination. The mock exam will follow the exact same format as the final examination. To prepare for the possible 

essay topics (Section III of the exam), students will form groups, share ideas and then present a short group summary to 

the class. Students should take notes during this time, which they can draw upon during the last section (the essay 

question) of their final examination.  

14. Final Examination 

The final examination will cover all parts of the text covered under this syllabus and supplementary materials covered 

throughout the semester. Students will be given 90 minutes to complete the exam. Please be prepared for multiple-choice 

questions, short-answer questions on key themes, motifs or quotations from the text or any supplementary materials 

handed out in class related to Snyder, and a final essay question. The final examination will follow the exact same format 

as the mock exam conducted in the previous lesson, Lesson 13.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be prepared to analyze the readings using a variety of resources. It is essential that students have read the 

assigned reading sections before attending each class. Supplementary materials (notes, letters, analysis, recordings of Snyder’s 

poetry readings and a video performance of Mountains and Rivers Without End will also be provided by the teacher and reading 

or viewing these extra materials will offer students a chance to enrich their understanding of the primary text. Three homework 

assignments (and one presentation) will be assigned and students are expected to submit them on time.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignment 1: Part I (Multiple-choice & short-answer Qs)(10%)/Assignment 2: Presentation (on 

Part II)(10%)/Assignment 3: Part III (Multiple-choice & short-answer Qs)(10%)/Assignment 4: Essay on Part IV(10%)/In-class 

discussion activities and participation(20%) 

【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test) 40%, Assignment 1: Part I (Multiple-choice & short-answer Qs) 10%, Assignment 

2: Presentation (on Part II)  10%, Assignment 3: Part III (Multiple-choice & short-answer Qs) 10%, Assignment 4: Essay on Part 

IV 10%, In-class discussion activities and participation 20%） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gary Snyder. 1997. Mountains and Rivers Without End. Counterpoint (ISBN:978-1582434070) 

2. Anthony Hunt. 2016. Genesis, Structure, and Meaning in Gary Snyder's Mountains and Rivers Without End. University of 

Nevada Press (ISBN:978-0874174786) 

 

参考文献（Readings） 

1. Gary Snyder. 1977. Old Ways. City Lights Books (ISBN:978-0872860919) 

2. Gary Snyder. 2010. The Practice of the Wild. Counterpoint (ISBN:978-1582436388) 
3. Gary Snyder. 2008. A Place in Space: Ethics, Aesthetics, and Watersheds: New and Selected Prose. Counterpoint (ISBN:978-
1582434124) 
4. Patrick D. Murphy. 1992. Understanding Gary Snyder. University of South Carolina Press (ISBN:978-0872498211) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Slide presentations (used during each lecture) and annotated versions of the assigned weekly reading sections will be uploaded, 

on an ad hoc basis, or will be sent to students by e-mail to help them review the text, relevant background information and 

facilitate their understanding of the text. 

 

注意事項（Notice） 
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授業の目標（Course Objectives） 

This English literature course aims to help students develop their English abilities in the four core skills of listening, reading, 

speaking, and writing through a combination of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will 

have the opportunity to enhance their abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the 

provision of supplementary notes, letters by the author, and videos to aid students in their reading and interpretation of the 

source text from various perspectives and thereby facilitate their overall understanding of Jack Kerouac’s poetry, and in 

particular what is widely considered to be his greatest groundbreaking work of poetry, Mexico City Blues.    

To provide students with a better contextual background, some materials and information on beat generation literature and 

writers will also be provided to help students better understand who Kerouac was influenced by and who he, in turn, also 

influenced through his poetry.   

 

In terms of skills related to English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening 

skills through the interpretations of the text provided by their teacher in class, listening to a recording of Allen Ginsberg reading 

all 242 choruses of Mexico City Blues (on cassette tape), as a way to help students hear the poetry and not just read it. Where 

possible, short excerpts of some jazz recordings will be played in class (or for homework). These jazz musicians will be the 

major artists who influenced Kerouac’s music sensibility, such as Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, Lester Young and 

Zoot Sims, just to name a few. Pair and group discussions will be held in regular classes on questions directly related to the 

text and given to students beforehand to prepare. Presentations will also be conducted in class (around Week 7 of the course) 

to help students improve their written proficiency (in preparing for the presentation) and their spoken English proficiency when 

they give the presentation in class. Students will give a presentation on one of the main jazz musicians who influenced 

Kerouac’s jazz poetry. Three written homework assignments will be assigned on either readings from the textbook or 

supplementary materials provided in class. Some guidelines on how to complete these assignments will also be provided by the 

teacher, to help students improve their abilities in English written composition and expression.  

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. the historical background and contexts of the Beat Generation and some of the most well-known<BR>   Beat 

poets and writers, including Kerouac himself; 

2. the style, structure, aesthetics and aims of Kerouac’s poetry, with a particular focus on his knowledge of<BR>   

jazz, blues and Buddhism; 

3. several ways of analyzing a text, through supplementary readings and slides provided in class. 

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context; 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources; 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers; 

4. the ability to present an argument or summary of one’s opinion on a literary work.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss Jack 

Kerouac’s Mexico City Blues and the lasting influence that it has had on poetry, especially jazz poetry, since its publication. We 

will also talk about some of the ‘pioneers’ of jazz poetry, such as Langston Hughes or some contemporaries who also wrote jazz 

poetry such as Gregory Corso, Amiri Baraka and Ray Bremser.  

 

Much has been written on Kerouac’s prose to date by literary scholars and critics, but little has been written on his poetry. 

Nevertheless, some supplementary notes and commentary will be provided to assist students in their comprehension of the 
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book. Most supplementary notes have been drawn from a book of literary analysis called, A Map of Mexico City Blues: Jack 

Kerouac as Poet by James T. Jones plus selected pages from Gerald Nicosia’s exhaustive biography on the beat writer, 

Memory Babe. To further assist students in their elucidation of the text, some of Kerouac’s essays will also be included, taken 

from Last Words and Other Writings: The Collected Essays (of Jack Kerouac), Good Blonde & Others and two essays taken 

from Lonesome Traveller (a collection of shorter prose) by Jack Kerouac. Most of the essays from Good Blonde & Others will 

be taken from the sections titled ‘On the Beats’ and ‘On Writing’. Some of Kerouac’s correspondence with other poets and 

contemporaries such as Allen Ginsberg, Gary Snyder, William Burroughs, Philip Whalen and others will also be fleetingly referred 

to, especially the letters which refer to or directly mention Mexico City Blues. Moreover, where possible, annotated versions of 

Kerouac’s long poem will be provided. These annotations have been sourced from James T. Jones research (see above) – the 

only full-length academic study on the book to date, to my knowledge. Finally, a few audio files featuring songs by some of 

Jack’s favorite jazz musicians will be played either in class or sent by email for students. The aim of this exercise is to help 

students gain a better understanding of Kerouac’s jazz rhythms, some of which are based on lines from these musicians’ songs.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: The Beat Generation & The King of the Beats  

After explaining the syllabus, assignments (including presentations to be conducted in Lesson 7), and course requirements, 

this session will provide students with background information on the Beat Generation, with a special focus on the main 

writers of these times (Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Ferlinghetti, Corso, Snyder, Whalen, Welch, McClure etc.) and a brief 

overview of some of Kerouac’s major publications (such as On the Road, Visions of Cody and Doctor Sax). We will also 

look at the apartment and people who were living with Kerouac in Mexico when he composed Mexico City Blues. All of this 

information will be covered in the first lecture.  

2. 1st Chorus to 25th Chorus (pp. 1 - 25) 

In our second lesson together, we will begin by looking at the first 25 choruses of Kerouac’s epic poem. We will also begin 

to explore some of the recurring themes in Mexico City Blues, which include Kerouac’s statements on politicians such as 

Roosevelt and his spiritual thoughts, heavily influenced by both Catholicism and Buddhism.  

3. 26th Chorus to 50th Chorus (pp. 26 – 50)  

In this third lesson, we will continue to explore many of the same themes that appeared in the first 25 choruses, plus a 

quick look at some of the people Kerouac mentions in this section including scientists such as Newton, and contemporary 

beat poets such as Gregory Corso and novelists such as William Burroughs.  

4. 51st Chorus to 75th Chorus (pp. 51 – 75)    

In this lecture and lesson we will discuss the inclusion of Kerouac’s own experiences, including those with narcotics. 

There is a brief, fleeting reference to Ezra Pound in Chorus 75 that we will discuss. We will also briefly discuss Kerouac’s 

formatting of the poems on the page, influenced by the small nickel notebooks he carried around in his shirt pockets. The 

first assignment will be distributed during this week*.  

5. 76th Chorus – 100th Chorus (pp. 76 – 100) 

In our 5th lesson, we will look at a very important aspect of Kerouac’s writing, his spontaneous prose and poetry, or what 

Ginsberg dubbed ‘spontaneous bop prosody’ (a key term in this course), which was heavily influenced by jazz and the 

writings of Neal Cassady. We will look at some of the words that Kerouac creates here, purely for aural effect and briefly 

discuss the reference to William Carlos Williams (83rd and 85th Chorus). Also, we will listen to some recordings that 

capture Kerouac reading some poems from this section (Choruses 80 – 83 for example). 

6. 100th Chorus – 125th Chorus (pp. 100 – 125)  

This lesson will focus on reviewing what we have read and studied so far. In Choruses 100 – 125, Kerouac focuses mainly 

on memories of his boyhood, especially of his father, Leo Kerouac (who died tragically in his arms), and writes about his 

thoughts on reincarnation and other aspects of Buddhism.  

7. Presentations  

In this class, students will have a chance to present on one of several jazz musicians who influenced Jack Kerouac and 

may have indirectly had an impact on his composition of Mexico City Blues. Each student will be expected to provide a 3-

minute short presentation (PowerPoint slides are optional) followed by 1-2 minutes of questions from the audience on the 

content presented. 

8. 126th Chorus – 150th Chorus  

In this fascinating section, we will discuss Kerouac’s position on some social problems such as drug addiction, alcoholism 

and homelessness. We will also look at a small piece of prose (not contained in the textbook but distributed as a 

supplementary document) that Kerouac wrote together with Gregory Corso called The Vanishing American Hobo which 

relates to Kerouac’s own hobo, peripatetic lifestyle and that is referred to in this section. The third assignment* will be 

distributed during this week and will be related to the topic of hobos, the homeless and the dispossessed, an important 

and prominent motif not only in Kerouac’s canon but in beat literature in general, which has strong connections to the 



 - 1103 - 

Catholic (and Buddhist) virtue of compassion.  

9. 151st Chorus – 175th Chorus (‘The Two Bills’) 

This section explores many themes that emerge in these 25 choruses, but in particular we will look at Kerouac’s 

relationship to William (Old Bull) Burroughs (aka ‘Bill Burroughs’) and Bill Garver, Kerouac’s roommate while living in 

Mexico City. Many of the quotations that are included throughout Mexico City Blues are attributed to Garver, one of the 

main ‘characters’ of this book. 

10. 176th Chorus – 200th Chorus 

This section is once again filled with many references to Buddhism and Buddhist scripture. Kerouac also refers to his time 

working as a brakeman on the railroad, a job introduced to him by the legendary Neal Cassady (the hero of On the Road). 

At the same time, students will listen to a recording of Kerouac’s long poem, October in the Railroad Earth which is also 

about his experiences as a brakeman.  

11. 201st Chorus – 225th Chorus 

In this class, we will look at some of the brief allusions to Kerouac’s book Doctor Sax, as well as the choruses about his 

poet friend, Allen Ginsberg. One of Kerouac’s main preoccupations here appears to be his philosophy on the concept of 

time, which we will also discuss. 

12. 226th Chorus – 242nd Chorus  

Here in our 12th lesson, we will conduct a comprehensive review of Mexico City Blues and look at the closing choruses of 

Kerouac’s long poem. In particular, we will talk about the influence of Charlie Parker on Kerouac’s life and poetry, in 

particular with Chorus 241, which is an elegy to his music idol.  

13. Mock Exam & Group Discussion 

In our penultimate class for this course, we will quickly review the most difficult parts of Mexico City Blues as well as 

recap the main themes, characters and sections. Students will also have some time to ask any questions about parts of 

the text they feel uncertain about. Following this, a short mock exam will be given to students to prepare for the following 

week’s final examination. The mock exam will follow the exact same format as the final examination. To prepare for the 

possible essay topics (Section III of the exam), students will form groups, share ideas and then present a short group 

summary to the class. Students should take notes during this time, which they can draw upon during the last section (the 

essay question) of their final examination. 

14. Final Examination 

The final examination will cover all parts of the text covered under this syllabus and supplementary materials covered 

throughout the semester. Students will be given 90 minutes to complete the exam. Please be prepared for multiple-choice 

questions, short-answer questions on key themes, motifs or quotations from the text or any supplementary materials 

handed out in class related to Kerouac, and a final essay question. The final examination will follow the exact same format 

as the mock exam conducted in the previous lesson, Lesson 13. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be prepared to analyze the readings using a variety of resources. It is essential that students have read the 

assigned reading sections before attending each class. Supplementary materials (notes, letters, analysis, a recording of Allen 

Ginsberg reading the choruses of Mexico City Blues and a few recordings of Kerouac reading from his own work) will also be 

provided by the teacher and reading or viewing these extra materials will offer students a chance to enrich their understanding 

of the primary text. Three homework assignments (and one presentation) will be assigned and students are expected to submit 

them on time.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Assignment 1: Choruses 1 - 75 (Multiple-choice & short-answer questions)(10%)/Assignment 2: 

Presentation (on jazz musicians)(10%)/Assignment 3: Choruses 76 - 150 (Multiple-choice & short-answer 

questions)(10%)/Assignment 4: Essay on jazz poetry & spontaneous prose / poetry(10%)/In-class discussion 

activities(10%)/Participation and attendance attitude(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jack Kerouac. 1994. Mexico City Blues. Grove Press (ISBN:978-0802130600) 

 

参考文献（Readings） 

1. James T. Jones. 1992. A Map of Mexico City Blues: Jack Kerouac as Poet. Southern Illinois University Press (ISBN:978-0-

8093-3006-5) 

2. Jack Kerouac. 2001. Good Blonde & Others. Grey Fox Press (ISBN:978-0912516226) 

3. Jack Kerouac. 1985. Last Words & Other Writings: The Collected Essays. Zeta Press 

4. Gerald Nicosia. 1994. Memory Babe: A Critical Biography of Jack Kerouac. University of California Press (ISBN:978-

0520085695) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Slide presentations (used during each lecture) and annotated versions of the assigned weekly reading sections as well as some 

audio mp3 files (of either Ginsberg or Kerouac reading from Mexico City Blues or songs by other jazz musicians) will be 

uploaded, on an ad hoc basis, or will be sent to students by e-mail to help them review the text, relevant background 

information and facilitate their understanding of the text. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １１ 

(English Seminars 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Humor in American Literature and Film (I) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM211 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course strives to improve the students’ skills in reading, analyzing and discussing the theme of humor in American 

Literature and its impact on society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Humor is an essential part of every culture. What makes people laugh varies not only culture by culture, but also era by era. In 

the first semester, this course will focus on American Literature from the late 18th century through the late 19th century. 

Students will learn how American humor separated from the humor of England and developed its own unique voice, which was 

influenced by the new form of government (i.e. democracy), the new continent, the new language, and Westward Expansion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is Humor: Introduction and Explanation 

2. Humor Worksheet and Discussion 

3. Humor of the American Enlightenment 

4. Southwestern Humorists: Davy Crockett 

5. Davy Crockett continued 

6. Augustus Longstreet Baldwin 

7. Thomas Bangs Thorpe (Response Paper due on Southwestern Humorists) 

8. Literary Comedians: Artemus Ward, “The Census” 

9. Hoaxes: “A Bloody Massacre near Carson” Discussion 

10. Quiz on Mark Twain’s: “The Petrified Man” 

11. Josh Billings (Response Paper due on Literary Comedians) 

12.  Local Colorists: Dan DeQuille 

13. “Torture Unutterable” Discussion 

14. Final Report and Class Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete weekly reading assignments prior to attending class. Students will be required to read about 

ten pages per week. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/2 Response Papers and Homework Assignments(30%)/Quiz(10%)/Final Written Report 

and In-Class Presentation(40%) 

Homework assignments and response papers must be submitted on time. Students with four absences will not receive credit for 

this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook is required. Handouts will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 1106 - 

■AM212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １２ 

(English Seminars 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Humor in American Literature and Film (2) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM211 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course strives to improve the students’ skills in reading, analyzing and discussing the theme of humor in American 

Literature and film. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Humor is an essential part of every culture. What makes people laugh varies not only culture by culture, but also era by era. 

Literature preceded film as a means of disseminating humor; however, developments in film technology created an entirely new 

medium for humor at the beginning of the 20th century. In the second semester, this course will focus on American Film. 

Students will learn how technological changes in film and television influenced trends in humor, and will come to understand how 

humor changed due to the impact of major social events, such as the Great Depression, World War II, the Vietnam War, and the 

Civil Rights Movement. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Silent film era 

2. Ben Turpin 

3. Buster Keaton, The General 
4. The General (Response Paper due) 

5. Transition to Talkies: Laurel and Hardy 

6. Mae West, W.C. Fields, and the Marx Brothers 

7. The Marx Brothers: A Night at the Opera 

8. A Night at the Opera (Response Paper due) 

9. Humor of the Absurd: The Three Stooges 

10. Who’s on First? From Radio to TV 

11. From the Silver Screen to the Tube: Humor in the Home 

12. All in the Family (Response Paper due) 

13. Seinfeld 

14. Final Report and Class Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to refer to secondary sources and cite these sources in the final report. The MLA Handbook will be 

introduced in the class to assist the students. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/3 Response Papers(30%)/In-class Presentation(10%)/Final Oral Presentation and Writing 

Project(40%) 

Regular attendance is mandatory for a passing grade. Each student will be required to make a presentation on selected 

readings. 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook is required for this class. Handouts will be provided by the instructor. 

 

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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■AM213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １３ 

(English Seminars 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Short Stories of Ernest Hemingway 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM213 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to help the students improve their skills at understanding, analyzing, and discussing American Literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The first semester focuses on the short stories of Ernest Hemingway included in the collection In Our Time. Although 

Hemingway's views of life as depicted in his books may contrast with views we ourselves hold, the writer did capture the spirit 

of his times. Because of Hemingway's early career as a journalist, students will find his writing style easy to read and at the 

same time be able to understand the thematic complexities in his stories. The stories in this collection will provide a suitable 

introduction to the works of this notable writer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Ernest Hemingway and the American Expatriate Community in Paris 

2. On the Quai at Smyrna and Chapter I: Reading and Discussion 

3. Chapter II: Reading and Discussion 

4. Chapter III: Reading and Discussion (First Response Paper due) 

5. Chapter IV: Reading and Discussion 

6. Chapter V: Reading and Discussion 

7. Chapter VI: Reading and Discussion 

8. Chapter VII: Reading and Discussion (Second Response Paper due) 

9. Chapter VIII: Reading and Discussion 

10. Chapter IX: Reading and Discussion 

11. Chapter X: Reading and Discussion 

12. Chapter XI: Reading and Discussion (Third Response Paper due) 

13. Chapter XI: Reading and Discussion 

14. Submission of Final Written Report and In-class Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should expect to read a minimum of ten pages every week.  It is mandatory that the reading is completed before 

class. Students should familiarize themselves with Ernest Hemingway's non-fiction book entitled "A Moveable Feast." 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/Response Papers(45%)/Final Report and In-class Presentation(35%) 

Regular attendance is required to receive a passing grade in this course. Response papers must be submitted when due. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ernest Hemingway. 1996. In Our Time. Scribner (isbn-13 978-0-684-82276-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １４ 

(English Seminars 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ernest Hemingway's: The Old Man and the Sea 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM213 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to help the students improve their skills at understanding, analyzing, and discussing American Literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Hemingway was awarded the Nobel Prize in 1954, and The Old Man and the Sea (1952) was the last major work of fiction 

published in Ernest Hemingway's lifetime. This short novel explores the theme of man versus nature. By comparing this latter 

work with the readings from the first semester students will be able to see the way in which Hemingway developed as a writer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Life and Times of Ernest Hemingway 

2. Read and Discuss The Old Man and the Sea 

3. Read and Discuss The Old Man and the Sea: Group Presentation 

4. Read and Discuss The Old Man and the Sea: Group Presentation 

5. Read and Discuss The Old Man and the Sea: Group Presentation 

6. Read and Discuss The Old Man and the Sea: Group Presentation 

7. Read and Discuss The Old Man and the Sea: Group Presentation 

8. Read and DiscussThe Old Man and the Sea: (First Response Paper due) 

9. Read and Discuss The Old Man and the Sea: Group Presentation 

10. Read and Discuss The Old Man and the Sea: Group Presentation 

11. The Old Man and the Sea Film version 

12. Discussion: (Second Response Paper due) 

13. Final Discussion and Class Summation 

14. Submission of Final Report and Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should familiarize with the MLA Handbook for use in academic writing. 

Students will be assigned a minimum of ten pages of reading each week. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/Response Papers(30%)/Group Presentation(20%)/Final Report and Presentation(30%) 

Regular attendance is required to receive a passing grade in this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ernest Hemingway. 2020. The Old Man and the Sea. Independently published (ISBN:979-8633575545) 

2. Ernest Hemingway. 2012. The Old Man and the Sea. Independently published (ISBN:978-1790555086) 

3. Ernest Hemingway. 2014. The Sun Also Rises and The Old Man and the Sea. Harper Perennial (ISBN:978-1443439831) 

4. Ernest Hemingway. 1994. The Old Man and the Sea. Arrow (ISBN:978-0099908401) 

上記のどれでも可。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM301／文学講義 １ 

(Lectures on Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、英語学概説という広いテーマのもと、現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史的な経緯で成立したのかに

ついて学習する。すなわち、英語の歴史的変遷を通してその文法について理解するだけでなく、国際共通語となった現代英語の

実態とその背景を考察する。 

 

This course will cover a range of topics in the wide field of English studies through studying modern English’s cultural and 

linguistic characteristics and their development over the course of history. Namely, students will consider the current state of 

the English language as the lingua franca of the world and how it became such in addition to studying historical and grammatical 

changes to the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界言語としての地位を築きつつある現代英語の特徴について英語の歴史を通して具体的に理解します。また、現代英語の文

法・語法について、その歴史的背景を理解します。 

 

Students will learn specifically about modern English’s status in becoming the global language and the historical developments 

that got it there. In addition, students will also learn about the historical background of modern English’s grammar and syntax 

structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期イントロダクション 国際共通語である現代英語の特質 文法および語彙を中心に 

2. イングランドにおける英語盛衰史 黎明期(450‐900)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

3. イングランドにおける英語盛衰史 黎明期(900‐1066)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

4. イングランドにおける英語盛衰史 試練の時代(1066‐1200)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

5. イングランドにおける英語盛衰史 試練の時代(1200‐1350)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

6. イングランドにおける英語盛衰史 復権の時代(1350‐1400)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

7. イングランドにおける英語盛衰史 復権の時代(1400‐1500)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

8. イングランドにおける英語盛衰史 試行錯誤の時代(1500‐1660)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

9. イングランドにおける英語盛衰史 試行錯誤の時代(1600‐1750)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

10. イギリス諸島における英語の広がり イングランドの標準語：国際共通語としての英語の源 

11. イギリス諸島における英語の広がり イングランドの方言 発音・文法の違いを中心に 

12. イギリス諸島における英語の広がり スコットランド英語の歴史 標準英語との違いについて 

13. イギリス諸島における英語の広がり アイルランド・ウェールズ英語の歴史 標準英語との違いについて 

14. 最終テスト／授業内テストおよびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書を一通り読んでおくと授業の理解度が高まります。また、英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目につ

いて事前に学習するとさらに効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席及び受講態度(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 
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参考文献（Readings） 

1. Albert C. Baugh & T. Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 

その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM302／文学講義 ２ 

(Lectures on Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は文学講義１（春学期）に続き、英語学概説という広いテーマのもと、現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史

的な経緯で成立したのかについて学習する。すなわち、英語の歴史的変遷を通してその文法について理解するだけでなく、国際

共通語となった現代英語の実態とその背景を考察する。 

 

In following with the spring semester material, this course will cover a range of topics in the wide field of English studies through 

studying modern English’s cultural and linguistic characteristics and their development over the course of history. Namely, 

students will consider the current state of the English language as the lingua franca of the world and how it became such in 

addition to studying historical and grammatical changes to the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際共通語としての地位を築きつつある現代英語の特徴について英語の歴史を通して具体的に理解します。また、英語の文法・

語法の成立過程についての理解を深める。 

 

Students will learn specifically about modern English’s status in becoming the global language and the historical developments 

that got it there. In addition, students will also learn about the development of English’s grammar and syntax structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 後期イントロダクション 英語の世界的広がりと世界英語の文法的、語彙的特質 

2. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語の歴史  

3. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語のアイデンティティ 

4. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語とイギリス英語の違い：文法・語彙的特徴

を中心に 

5. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語の方言：発音の特徴を中心に 

6. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 カナダ英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

7. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) オーストラリア英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

8. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) ニュージーランド英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

9. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) 南アフリカ英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

10. 英語から新たな言語へ カリブ海地域の英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

11. 英語から新たな言語へ アフリカの英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

12. アジアに伝わった英語 南アジアの英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

13. アジアに伝わった英語 東南アジア・その他の地域の英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

14. 最終テスト／授業内テストおよびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書を一通り読んでおくと授業の理解度が高まります。また、英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目につ

いて事前に学習するとさらに効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席及び受講態度(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Albert C. Baugh & T. Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 
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その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM303／文学講義 ３ 

(Lectures on Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は、イギリス文学概説という広いテーマのもと、17 世紀末までのイギリス文学を概観し、その流れをつかむことを目標と

する。そのさい、各時代の文化的、社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それ

らの作品をイギリス文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of British literature through reviewing British literature leading up to 

the end of the 17th century and its connection to the later works. Students will learn about each period’s cultural, societal, and 

historical backgrounds before reading iconic works of British literature and analyzing their unique themes and writing styles. 

With this knowledge, students will be able to determine the significance and position of each work in the context of British 

literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 古英詩の時代から 17 世紀末までのイギリス文学を概観する。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めるが、適

宜、音声や映像の資料も用いながら多角的に作品に触れる。 

 

 Students will gain a general understanding of British literature from the era of old English poetry to the end of the 17th 

century. Classes will generally be conducted in the lecture style following the assigned reading. When appropriate, audio or 

visual media will be introduced to students to supplement their experience with the literary works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩と中世物語詩の世界（『ベーオウルフ』、ウィリアム・ラングランド） 

3. ジェフリー・チョーサー 

4. ルネサンス期の英語ソネット（サリー伯、フィリップ・シドニー） 

5. ルネサンス期の物語詩（エドマンド・スペンサー）と散文（ジョン・リリー） 

6. テューダー朝の演劇（トマス・キッド、クリストファー・マーロウ） 

7. ウィリアム・シェイクスピア（１） 

8. ウィリアム・シェイクスピア（２） 

9. ウィリアム・シェイクスピア（３） 

10. ジャコビアン演劇（ベン・ジョンソン、ジョン・ウェブスター） 

11. 形而上詩人（ジョン・ダン、ジョージ・ハーバート、アンドルー・マーヴェル） 

12. ジョン・ミルトンとジョン・バニヤン 

13. ジョン・ドライデンと王政復古期の演劇 

14. 試験およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の当該個所を必ず事前に読んでおくこと。授業時に配布する作品テクストのコピーについては、その

場で読めるように辞書を必ず持参すること。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内課題への取り組み(40%) 

第１週から第１３週のうち、欠席が４回に達した時点で、第１４週の筆記試験の受験資格を失う。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内に行なうミニテスト 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

昨年までの授業で、出席を取ったとたんに帰ってしまう学生が毎回数人いた。そのような学生をも出席扱いとして最終試験の受
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験資格に影響を与えないことは、担当者の本意ではない。従って本年度より、やむをえない事情により途中退出するものは教室

の出口付近にいる TAに氏名と学生番号を申告してもらう。途中退出のあと戻ってきた場合は、また TAに申告すること。 

 

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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■AM304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM304／文学講義 ４ 

(Lectures on Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は、イギリス文学概説という広いテーマのもと、18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観し、イギリス文学に関する

広い基礎知識を身につけることを目標とします。そのさい、各時代の文化的、社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語

表現とテーマを分析することによって、それらの作品を批評的な観点から読解する基礎的な解釈力も育てます。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of British literature through reviewing British literature from the 18th 

century leading up to the modern era. The goal of this course is to provide students with wide-ranging, fundamental knowledge 

of British literature. Students will also learn basic critical approaches to literary texts through the analyses of forms and themes 

of representative literary works of each period in the context of their cultural and social backgrounds.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観します。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めますが、適宜、音声

や映像の資料も用いながら多角的に作品に触れます。また、授業時にリアクション・ペイパーを提出してもらうことで、学生の側の

参加を求めます。 

 

 Students will gain a general understanding of British literature from the 18th century leading up to the modern era. Classes will 

generally be delivered as lectures in line with the assigned textbook. When appropriate, audio or visual media will be introduced 

to students to supplement their experience with the literary works. Student participation is requested in the form of reaction 

papers to be turned in during class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 小説の勃興（デフォーとリチャードソン） 

3. 新古典主義と英語の標準化（ポウプとサミュエル・ジョンソン） 

4. 18 世紀の諷刺文学と喜劇（スウィフトとシェリダン） 

5. ロマン派の詩（ワーズワス、キーツ、シェリー） 

6. 19 世紀初頭の小説と女性作家（メアリ・シェリーとジェイン・オースティン） 

7. ヴィクトリア朝小説（1）（ディケンズ） 

8. ヴィクトリア朝小説（2）（ブロンテ姉妹） 

9. 世紀末の文学（ハーディとワイルド） 

10. モダニズム詩（イェイツとエリオット） 

11. モダニズムとポストモダニズム（ヴァージニア・ウルフほか） 

12. 不条理演劇（ベケットとピンター） 

13. 拡大する〈英〉（語圏）文学（ラシュディ、クッツェー、イシグロ） 

14. これまでの内容の総括および試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の該当作家のページを必ず事前に読んでおくこと（個々の作家の背景にまで授業内で説明する時間

がないため、読んでいるという前提で講義を進める）。授業時に配布する作品テクストのコピーについては、その場で読めるように

辞書を必ず持参すること。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

リアクションペーパーは、授業時に教員が出すトピックに応じて、「立教時間」を通じて提出するものとする。<BR>【変更前】筆記試

験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業貢献度 30%) 第 1-第 13 週のうち、欠席が 4 回に達した時点で、第 14

週の筆記試験の受験資格を失うものとします。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、教員が授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM305／文学講義 ５ 

(Lectures on Literature 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ピューリタニズムから初期リアリズム文学までにわたるアメリカ文学史を概観する。 

 

This class surveys an American literary history from Puritanism to the rise of Realism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、17 世紀から 19 世紀末までのアメリカ文学史をの流れを押さえつつ、重要な作家や作品、並びに芸術市場やジャン

ル、さらには社会的背景などを概説する。特に初期アメリカの文化については、近年発掘／研究が著しく進む、先住民や奴隷、女

性のテクストなども検証する。 

 

This lecture explains the mainstream of American literary history from the 1620s to the 1900s, with occasional explications of 

less canonical literary occurrences in terms of significant authors and works, as well as literary genres and artistic markets, 

together with their historical contexts. In particular, we will examine the presence of native Americans, slaves, and women 

authors in early American literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義内容の説明 

2. 契約思想とピューリタニズム 

3. 捕囚体験記と多文化的詩作--先住民の足跡 

4. フェデラリズムと文学史上の構築（小テスト 1） 

5. アメリカン・ルネサンス１--エマソンの超絶主義をめぐって 

6. アメリカン・ルネサンス 2--メルヴィルと他者との邂逅 

7. 南北戦争とアメリカ文学 

8. 奴隷解放と文学者たち 

9. 奴隷体験記と人種交流（小テスト 2） 

10. ヴィクトリア朝文化と女性作家の活躍 

11. リアリズム文学の台頭 1--William Dean Howells 

12. リアリズム文学の台頭 2--Mark Twain 

13. リアリズム文学の台頭 3--Henry James 

14. 期末最終試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業で配布する資料の関連箇所をあらかじめ読んでから授業に臨むこと。毎回かなり多くのことを学ぶため、予習よりも復習

の時間を取ることが重要となる。最終授業日に行う期末試験のほか、2 回の小テストを行うので、その都度の勉強のペースメイカ

ーにしてほしい。効果的な学習法については、初回授業で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (小テスト 120%,小テスト 220%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

現在流通しているアメリカ文学史の本を初回授業で紹介するので、必要に応じて参照すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM306／文学講義 ６ 

(Lectures on Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目は、アメリカ文学概説という広いテーマのもと、19 世紀末から現代にかけてのアメリカ文学史を概観することで、主要作

家・作品に関する基礎的な知識を得る。 

 そのさい、各時代の文化的・社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それらの

作品をアメリカ文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of American literature by providing students with an overview of 

American literary history from the end of the 19th century to the modern era in addition to offering basic knowledge of 

significant authors and literary works. 

 Students will learn about each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading iconic works of American 

literature and analyzing their unique themes and writing styles. With this knowledge, students will be able to understand the 

significance and position of each work in the context of American literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀末から現代にかけてのアメリカ文学史を概観し、アメリカ文学研究に必須の知識を身につける。作品の背後にある歴史

的・社会的背景を理解することで、自分勝手にではなく、学問の蓄積に依拠しながら、個々の文学作品を読めるようになる。 

 以下の授業計画では、文学史的潮流ごとの中心的な作家名を列挙しているが、実際の授業ではより広範なアメリカ作家を網羅

する予定である。 

 

 Students will conduct an overview of the history of American literature from the end of the 19th century through the modern 

era and gain fundamental knowledge for research into American literature. By understanding the historical and social 

backgrounds of each work, students will become able to draw upon their scholarly knowledge to read the literary works rather 

than their own arbitrary interpretations. 

 The following syllabus lists the important authors of each wave of literary history, but classes will cover a wider range of 

authors than what is listed on the syllabus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：世紀転換期のアメリカ 

2. 自然主義（１）：Theodore Dreiser を中心に 

3. 自然主義（２）：Jack London を中心に 

4. フェミニズムと文学（１）：Kate Chopin を中心に 

5. フェミニズムと文学（２）：Mary W. Freeman & Charlotte Perkins Gilman  

6. モダニズム（１）：F. Scott Fitzgerald を中心に 

7. モダニズム（２）：William Faulkner を中心に 

8. モダニズム（３）：Ernest Hemingway を中心に 

9. アメリカ演劇：Tennessee Williams を中心に 

10. 人種とアメリカ文学（１）：Bernard Malamud を中心に 

11. 人種とアメリカ文学（２）：Toni Morrison を中心に  

12. ポストモダン：Raymond Carver、Thomas Pynchon を中心に 

13. 21 世紀のアメリカ文学＋学期の振り返り 

14. 授業内期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊教科書を使用して必ず予習・復習すること。 

＊授業で紹介した作家に興味を持ったら、実際に作品を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のレスポンス・ペーパー(100%) 
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レスポンス・ペーパーを三回未提出の場合は自動的に単位取得の対象外とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (レスポンスペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺利雄、2016、『講義アメリカ文学史 入門編』、研究社 (ISBN:4327472220) 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:477540170X) 

2. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:4061495011) 

3. 亀井俊介、1997、『アメリカ文学史講義』全 3 巻』、南雲堂 (ISBN:4523292450) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM307／文学講義 ７ 

(Lectures on Literature 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文 1 

担当者名 

（Instructor） 
松本 朗(MATSUMOTO HOGARA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目的は、20 世紀初頭の主要な小説を 2 作取り上げ、それらのテクストを 19 世紀から 21 世紀までのイギリス思想史の

観点から分析、解釈することによって、英語で書かれたノンフィクションおよびフィクションのテクストを分析する方法を実践的に学

ぶことである。 

 

The objectives of the course are to acquaint students with a selection of the major non-fictional and fictional works of modern 

British literature and to develop critical thinking skills in the discussion of these works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェルジ・ルカーチが論じるとおりイギリス小説がイギリスにとっての〈世界の全体性〉を表象するものであるならば、優れた小説に

は、イギリス社会のあらゆる階級の人々だけでなく、イギリスの文化や思想や産業構造の変容があらわされているはずである。

本講義では、E. M. Forster, Howards End (1910)と Ian McEwan, Saturday (2005)といった 20 世紀初頭と 21 世紀初頭に書かれた

小説テクストを取り上げ、これらの小説テクストおよびイギリス思想史と深い関係をもつイギリス作家の評論を並行して読む。それ

によって、各小説をあらためて思想史の観点から分析、解釈することが本講義の目的である。 

 

This lecture course reads two pieces of British literature, E. M. Forster’s Howards End (1910) and Ian McEwan’s Saturday 

(2005), and several well-known essays written by British writers, in the context of larger historical and cultural movements from 

1880 to the present. Each lecture is devoted to one or two topics or situations as seen through a set of texts. This course 

traces Britain’s political and Imperial ascent, its setbacks, the establishment of the welfare state, and the rise of Neoliberalism; 

its development from an agricultural to an industrial and post-industrial economy; its transformation from a society run by a 

powerful aristocracy to a working democracy -- among other changes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. E. M. Forster, Howards End (1910) 

3. リベラリズムとイングランド 

E. M. Forster, “What I Believe”  

F. R. Leavis and Denys Thompson, “The Organic Community” 

4. 階級、植民地主義、官僚 

George Orwell, The Road to Wigan Pier (1937) 

George Orwell, “Shooting an Elephant” 

5. 労働と人間の生活 

William Morris, “How We Live and How We Might Live” 

6. ジェンダーとブラウの戦い 

Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929)と “Middlebrow”  

7. モダニズム文学、資本主義、帝国主義 

Fredric Jameson, “Modernism and Imperialism” 

8. Ian McEwan, Saturday (2005) 

9. 20 世紀の「二つの文化」論争（人文学と科学） 

F. R. Leavis & C. P. Snow 

10. 19 世紀の「二つの文化論争」 

Matthew Arnold, “Literature and Science” 

11. 文化について 

Raymond Williams, Keywords 

12. 移民について 
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Salman Rushdie, Essays 

13. 芸術について 

Tony Bennett, “Really Useless ‘Knowledge’?: A Political Critique of Aesthetics” 

14. まとめ/試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録完了後に「教育支援システム」で履修者に対して行う。その他、必要に応じて指示

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/課題(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)65%, 平常点(In-class Points)35% (最終レポート(Final Report)30%,リアクション・ペーパー5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. M. Forster. 2000. Howards End. Penguin (ISBN:9780141182131) 

2. Ian McEwan. Saturday. Vintage (ISBN:978-0099469681) 

授業支援システム上にも教材を置いておく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM308／文学講義 ８ 

(Lectures on Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文 2 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヴィクトリア朝から現代に至るイギリス小説から、人間の人生に付き物の裏切りというテーマを考察する四人の作家の作品を取り

上げ、詳しく解説することで、それ自体が裏切りという行為と深くかかわる文学という営みへの視座を獲得してもらう。 

 

This course will deal with four British novels, ranging from the Victorian era to the present day. They all have the act of betrayal 

as their central themes. By analysing the works, students will gain a new perspectives on the deep relationship between 

literature and the human act of betrayal. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いずれも裏切り行為を題材としつつ、それぞれに際立った個性を持つ作品の重要部分をプリントで配布し、その語りのあり方を検

討してゆく。また、作品全体が持つ社会的・文化的背景にも言及する。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを提出してもらう。レスポンスペーパーには、必ず「作品理解を進めるために質問してみたい点」

を書き添えること。特に有意義な質問は次の回の授業で紹介し、その回のレスポンスペーパーで各人に答えてもらう。 

 

Students will read selections from four literary works that deal of the theme of betrayal in their distinct ways. After reading the 

printed important sections of each of these works, students will consider how the stories are  narrated. In addition, time will be 

close analyses of the social and cultural backgrounds of each work. 

 

All students will turn in response papers several times over the duration of the course. Students will also be required to attach 

questions they would like to ask to enhance their understanding of the works to their response papers. Particularly interesting 

questions will be introduced in the next class, and students will be asked to answer those questions in the response paper for 

that class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Joseph Conrad, The Secret Agent を読む (1) 

3. Joseph Conrad, The Secret Agent を読む (2) 

4. Joseph Conrad, The Secret Agent を読む (3) 

5. Muriel Spark, The Prime of Miss Jean Brodie を読む (1) 

6. Muriel Spark, The Prime of Miss Jean Brodie を読む (2) 

7. Muriel Spark, The Prime of Miss Jean Brodie を読む (3) 

8. Graham Greene, The Human Factor を読む (1) 

9. Graham Greene, The Human Factor を読む (2) 

10. Graham Greene, The Human Factor を読む (3) 

11. Ian Mcewan, Sweet Tooth を読む (1) 

12. Ian Mcewan, Sweet Tooth を読む (2) 

13. Ian Mcewan, Sweet Tooth を読む (3) 

14. 全体の総括  【変更前】最終テストと全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく多くの学生を当て、質問したり、発言してもらったりするようにしたい。そのため、プリントで配られた箇所の丹念な予習は

必須。また、作品の全体も、翻訳でもよいのであらかじめ読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスペーパー、授業への積極的取り組み(60%)/学期末レポート(40%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (レスポンスペーパー、授業への積極的取り組み 60%最終テスト(Final Test),40%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントで配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョゼフ・コンラッド、2019、『シークレット・エージェント』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4334754037) 

2. ミュリエル・スパーク、2015、『ミス・ブロウディの青春』、白水 Uブックス (ISBN:978-4560072035) 

3. グレアム・グリーン、2006、『ヒューマン・ファクター』、ハヤカワ epi 文庫 (ISBN:978-4151200380) 

4. イアン・マキューアン、2014、『甘美なる作戦』、新潮社 (ISBN:978-4105901110) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM309／文学講義 ９ 

(Lectures on Literature 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文 1 

担当者名 

（Instructor） 
斎木 郁乃(SAIKI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、(1)18、19 世紀のアメリカの主要な文学ジャンルについての基礎的な知識を身につけ、(2)そのジャンルを生み出した

歴史的、文化的、政治的背景を理解しつつ、(3) 各ジャンルの代表的な作品を解釈することを通して文学作品を読む力を養うこと

を目的とする。 

 

The objectives of this course are (1) to provide students with basic knowledge of popular literary genres in 18th and 19th 

century America, (2) to understand cultural, historical, political backgrounds of the genres, and (3) to interpret some 

representative texts of each genre and thus enhance students’ skills to read literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学ジャンルは社会の変化や発展の産物である。例えば、他者との遭遇が捕囚物語を生み出し、奴隷体験記が奴隷制をめぐる

議論に重要な証言をもたらし、偉人伝は国家のアイデンティティーを確立するために用いられた。授業では、原文と映像資料を用

いて、文学ジャンルと主要な作品、それらの歴史的、文化的、政治的背景を解説する。 

 

A literary genre is an outgrowth of changes and developments of a society. For examples, encounters with the others produced 

captivity narratives, slave narratives offered an important testimony in the controversy over slavery, and biographies of great 

men and women were used to establish a national identity. In the class, the instructor will lecture on the literary genres and 

their representative texts, and their historical, cultural, and political backgrounds through original texts and visual aids.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 捕囚物語(1) Mary Rowlandson’s The Sovereignty and  Goodness of God, Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter  

3. 捕囚物語(2) Royall Tyler’s The Algerine Captive, Herman Melville’s Typee  

4. 感傷小説・家庭小説(1) Susan Warner’s The Wide, Wide, World 

5. 感傷小説・家庭小説(2) Herman Melville’s Pierre 

6. 感傷小説・家庭小説(3) Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin 

7. 奴隷体験記(1) Frederick Douglass’s autobiographies 

8. 奴隷体験記(2)Harriet Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl 

9. 漂流譚(1) Owen Chase’s Narrative of the Most Extraordinary and Distressing Shipwreck of the Whale-Ship Essex, 

Nathaniel Philbrick’s In the Heart of the Sea 

10. 漂流譚(2) Herman Melville’s Moby-Dick, 河田小龍『漂巽紀畧』 

11. 偉人伝(1) Mason Locke Weems’s A History of the Life and Death, Virtues and Exploits of General George Washington,  

American National Biographies 

12. 偉人伝(2) Herman Melville’s “Bartleby, the Scrivener” and Israel Potter 

13. 南北戦争ロマンス Louisa May Alcott’s Behind a Mask and “My Contraband” 

14. 期末試験、授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翻訳や抜粋でもいいので、授業で扱う作品をできるだけたくさん読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクション・シート(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクション・シート 30%) 
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テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

毎回の授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1128 - 

■AM310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM310／文学講義 １０ 

(Lectures on Literature 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文 2 

担当者名 

（Instructor） 
斎木 郁乃(SAIKI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、(1) F. O. マシーセンのアメリカン・ルネサンスの議論について概説し (2) アメリカン・ルネサンスに対するトランスナ

ショナルな視点からの様々な反駁を理解し (3) 19 世紀アメリカの代表的な作品を解釈することを通して文学作品を読む力を養う

ことを目的とする。 

 

The objectives of this course are (1) to provide students with a survey of F. O. Matthiessen’s discussion of American 

Renaissance, (2) to understand the transnational counter-arguments against American Renaissance, and (3) to interpret some 

representative texts of 19th-century American literature and thus enhance students’ skills to read literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1941 年、F. O. マシーセンは『アメリカン・ルネサンス』を出版し、「民主主義の可能性に献身した」ことを理由に、エマソン、ホイット

マン、ソロー、ホーソーン、そしてメルヴィルをその時代の代表的な作家とみなし、その結果、白人の男性作家によるキャノンを確

立した。この授業は、マシーセンの議論を概説した上で、近年の批評的潮流であるトランスナショナリズムが、アメリカン・ルネサン

スの枠組みをどのように変容させ、また「アメリカ」文学と呼ばれるものの地平を広げたかを探求する。 

 

When Francis O. Matthiessen published American Renaissance in 1941, he chose Emerson, Whitman, Thoreau, Hawthorne and 

Melville as the great writers of the age because of “their devotion to the possibilities of democracy,” and as a result, 

established a literary cannon of white male writers. This course will survey Matthiessen’s arguments and explore how the recent 

critical trends of transnationalism twist the framework and tries to expand the horizon of what we call “American” literature.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アメリカン・ルネサンスとトランスナショナリズム 

3. Ralph Waldo Emerson 

4. Henry David Thoreau 

5. Walt Whitman 

6. Nathaniel Hawthorne  

7. Herman Melville 

8. Edgar Allan Poe 

9. Emily Dickinson 

10. Female writers (1) 

11. Female writers (2) 

12. African American writers (1) 

13. African American writers (2) 

14. 期末試験、授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翻訳や抜粋でもいいので、授業で扱う作品をできるだけたくさん読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(50%)/授業内レポート(50%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクション・シート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. F. O. Matthiessen. 1941. American Renaissance. Oxford UP (ISBN:019500759X) 

2. F. O. マシーセン、2011、『アメリカン・ルネサンス、上・下』、上智大学出版 (ISBN:9784324092149) 
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3. 巽孝之. 2018. Young Americans in Literature. 彩流社 (ISBN:9784779125003) 

4. David S. Reynolds. 1988. Beneath the American Renaissance. Harvard UP (ISBN:9780674065659) 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

毎回の授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM311／文学講義 １１ 

(Lectures on Literature 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩 1 

担当者名 

（Instructor） 
笹川 渉(SASAKAWA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・英詩で用いられる様々な形式と表現を理解することができる 

・詩の分析を通じて同時代の歴史、政治、宗教、文化などの背景を理解することができる 

・他の文学作品との関連を見出すことができる 

 

・Students will be able to understand the structures and forms of expressions of British poetry. 

・Students will be able to understand a poem’s historical, political, religious, cultural, etc. background by analyzing its text. 

・Students will be able to discover connections to other literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義では、初期近代から２０世紀までのイギリス詩を取り上げ、「詩」を精読することの楽しさを体験し、その楽しさを文学研

究としてのレベルに到達させるための視座を養うことを目指します。 

 各回主に一人の詩人に焦点をあてて授業を進めます。また、他の詩人によって書かれた共通するテーマを描いた作品との比較

も行います。作者の伝記的事実、詩型や修辞法、その作品が書かれた時代背景などのコンテクストを視野に入れることで、どの

ような解釈が可能であるのかを考察し、作品を深く理解することを目指します。 

 授業では、作者や時代背景について講義をした後、作品の読解に入ります。受講者は指定の作品についての疑問点や問題点

をあらかじめ考えておいてください。 

 

 The goal of this course is to cultivate the insight necessary for literary research and the joy of literary study as well as turn 

that joy into literary pursuits through conducting intensive readings of British poetry from the early modern era leading into the 

20th century. 

 Each class session will focus on an individual poet. Their works will be compared with poems written by poets with similar 

themes. By teaching each writer’s biographical history, poetic form, rhetoric, historical background, and other contextual 

information, this course aims to help students consider the potential for in-depth interpretation of literature and gain a deep 

understanding of the works covered in this course. 

 In class, students will read each work after learning about the author and their historical background through a lecture. 

Students are expected to prepare any unclear points or issues regarding the work before coming to class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

バラッド （Robert Burns） 

2. アイルランド文芸復興運動 （W. B. Yeats） 

3. アイルランドの風景と少年時代 （Seamus Heaney） 

4. 湖水地方の自然 （William Wordsworth） 

5. ゴンダル物語（Emily Brontë） 

6. ヴィクトリア朝の女性像（Christina Rossetti） 

7. アーサー王伝説（Alfred Tennyson） 

8. 理想美の追求 （John Keats） 

9. 詩人の詩人（Edmund Spenser） 

10. 世界劇場 (William Shakespeare) 

11. 形而上詩人（John Donne） 

12. キリスト教叙事詩 (John Milton) 

13. 内在意志の力（Thomas Hardy） 

14. モダニズム（T. S. Eliot） 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業前にその日の作品を精読し、あらかじめ与えられた疑問点について事前に考えておくことを求めます。また、授業後には作

品についての受講者のコメントを読みながら作品を再読し、さらに理解を深めるように努めてもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のリアクションペーパー(30%)/小テスト(30%) 

2/3 以上出席をしていない場合は成績評価の対象となりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

平井正穂編, 『イギリス名詩選』（岩波書店, 1991）; John Lennard, ed., The Poetry Handbook, 2nd edn (Oxford UP, 2006); 作家毎

の Cambridge Companion シリーズ。 

その他の文献についても授業中に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

作品を精読するとともに、視聴覚教材も適宜用いながら作品の理解を深めます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM312／文学講義 １２ 

(Lectures on Literature 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩 2 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 浩太郎(KAWASAKI KOTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、アメリカ詩の精読を通して、様々な詩人の言語表現の特徴や、それぞれの詩が書かれた時代背景を把握すること

を目標とする。 

 

This course will explore the unique characteristics of the expressions by various American poets and the contextual background 

of the society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では植民地時代からポストモダンの時代までの代表的なアメリカ詩人による詩作品を取り上げる。一回の講義で一人の詩

人による 1〜2 篇の詩作品を扱い、その主題や文体を分析するだけでなく、文化的、社会的、歴史的背景についても考察する。講

義の最後には毎回リアクションペーパーを提出してもらう。 

 

詩の原文テクストは、プリント、あるいはデジタル媒体を前週に配布する。 

 

This course will cover a wide range of poetic works by representative American poets from the colonial era through to the age 

of postmoderninsm. Each class session will focus on a few poetic works by an individual poet. Students will also learn about 

each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading some of the famous poetic works by a poet and 

analyzing their unique themes and writing styles. Students will be required to hand in a reaction paper at the end of each 

lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to American Poetry 

2. Anne Bradstreet 

3. Edgar Allan Poe 

4. Ralph Waldo Emerson 

5. Walt Whitman 

6. Emily Dickinson 

7. Emily Dickinson 

8. Robert Frost 

9. Ezra Pound  

10. William Carlos Williams 

11. Langston Hughes 

12. Sylvia Plath 

13. Allen Ginsberg 

14. Richard Brautigan 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習： 前週に配布するプリント掲載の作品を、辞書を引きながら自力で読むこと。 

事後学習： 授業における解説を踏まえて、作品を二度三度読み直すことが望ましい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメント点（5x14=70 点）(70%)/最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 



 - 1133 - 

1. 亀井俊介・川本皓嗣編、1993、『アメリカ名詩選』、岩波文庫 (ISBN:4-00-323351-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM313／文学講義 １３ 

(Lectures on Literature 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア 1 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

上演という側面からシェイクスピア戯曲を考察し，あわせて西洋演劇史に関する基礎的な知識を習得する。 

 

Students will consider Shakespeare plays from a performance aspect in addition to gaining basic knowledge of Western 

theatrical history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピア戯曲の上演史を概観し，台本，演戯スタイル，劇場形態の変遷を概説する。また，日本から世界に発信されたシェ

イクスピア上演にも言及する。 

 

Students will conduct an overview of Shakespeare plays’ performance histories, scripts, theatrical style, and changes in theater 

shape. Students will also learn about Shakespeare performances originating in Japan that were later exported abroad. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イングランド中世演劇の世界 

2. シェイクスピアの劇場（１）――シェイクスピア登場前夜（１） 

3. シェイクスピアの劇場（２）――シェイクスピア登場前夜（２） 

4. シェイクスピアの劇場（３）――劇場と上演 

5. シェイクスピアの劇場（４）――ハムレットの演劇論 

6. 王政復古と劇場再開 

7. １８世紀――「スター」誕生 

8. １９世紀――スペクタクルの時代とロマン派のシェイクスピア崇拝 

9. 演出家の世紀（１）――リアリズムと反リアリズム 

10. 演出家の世紀（２）――古典の現代化 

11. 演出家の世紀（３）――「プリテクスト」としてのシェイクスピア 

12. 日本からの発信（１）――鈴木忠志 

13. 日本からの発信（２）――蜷川幸雄 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては、評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安西徹雄、1985、『シェイクスピア劇四〇〇年――伝統と革新の姿』、日本放送出版協会 (ISBN:4-14-001483-0) 

2. 小林潤司ほか、2014、『シェイクスピア――古典文学と対話する劇作家』、松籟社 (ISBN:978-4-87984-324-1) 

3. 鹿児島近代初期英国演劇研究会、2018、『王政復古期シェイクスピア改作戯曲選集』、九州大学出版会 (ISBN:978-4-7985-

0224-3) 

4. 上坪正徳、2017、『シェイクスピアとロマン派の文人たち』、中央大学出版部 (ISBN:978-4-8057-5231-9) 
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5. 川島健、2016、『演出家の誕生――演劇の近代とその変遷』、彩流社 (ISBN:978-4-7791-7047-8) 

6. マイケル・ボグダノフ、2005、『シェイクスピア ディレクターズ・カット――演出家が斬る劇世界』、研究社 (ISBN:4-327-47209-

3) 

7. 米谷郁子ほか、2011、『今を生きるシェイクスピア――アダプテーションと文化理解からの入門』、研究社 (ISBN:978-4-327-

48159-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM314／文学講義 １４ 

(Lectures on Literature 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア 2 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義の目標は以下の２つです。 

１ シェイクスピアの戯曲を英語と日本語訳で読みながら、特定の台詞や場面の意味が解釈できる。 

２ シェイクスピア演劇の上演や映画化を観たときに、特定の場面の演出に、演出家や映画監督のどのようなテクスト解釈や演出

意図が反映されているか考えることができる。 

 

This course aims to achieve the following 2 goals: 

1 Teach students how to interpret the meaning of specific lines and scenes from Shakespeare plays while reading the scripts in 

both English and Japanese. 

2 Enable students to consider what interpretations theater producers and film directors drew from the text based on what is 

being shown to the audience during specific scenes when viewing theater productions or film adaptations of Shakespeare plays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義のテーマは、「シェイクスピアと現代文化～Shakespeare Meets Contemporary Culture」です。2016 年は、イギリスの劇作家

ウィリアム・シェイクスピア（1564－1616 年）の没後 400 周年に当たりましたが、シェイクスピアの演劇の人気は、彼がロンドンの

劇壇で活躍していた頃からほぼ 400 年以上経った現在でもまったく衰えることなく、本国イギリスのみならず、全世界で毎年上演

され、さらに続々と映画化されています。この講義では、シェイクスピアの演劇の映画版や上演のヴィデオや DVD を観ながら、シ

ェイクスピアの原書と翻訳を読みながら、講義していきます。この講義では、シェイクスピア演劇の中からとくに喜劇と悲劇を選ん

で講義します。「喜劇」の中からロマンティック・コメディの代表作と呼ばれている『十二夜』を、悲劇の中から『オセロー』をを選んで

講義します。 

 

The theme of this course is “Shakespeare Meets Contemporary Culture”. 2016 marked the 400th anniversary of the death of 

British playwright William Shakespeare (1564-1616), and the popularity of his works and their prominence in London’s theater 

scene have yet to wane in the over 400 years since their debut. Shakespeare’s works still feature in theater productions every 

year in both the UK and other countries worldwide in addition to the steady flow of film adaptations. In this course, students will 

watch DVDs of film adaptations and theater productions of Shakespeare’s works as well as read both their original texts and 

translations. Particularly, I will choose both comedy and tragedy out of Shakespeare's four genres.. Twelfth Night is the comedy 

selection for this course, and it is highly appreciated as Shakespeare’s representative romantic comedy. Students will also read 

Othello among Shakespeare’s tragedies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――映画に現れる映像の文法とは 

2. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（１）女優による〈男装するヒロインの演技〉 

3. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（２）喜劇のエンディングの問題性 

4. 『十二夜』第１幕、第２幕講義 

5. 『十二夜』第３幕、第４幕、第５幕講義 

6. 『オセロー』第１幕、第２幕講義 

7. 『蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第１幕、第２幕鑑賞 

8. 『オセロー』第３幕講義 

9. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第３幕鑑賞 

10. 『オセロー』第４幕講義 

11. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第４幕鑑賞 

12. 『オセロー』第５幕講義 

13. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第５幕鑑賞 

14. 総括――近年のシェイクスピア劇の上演と映画化 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、映画鑑賞と並行して原作を読んで、その特徴を把握しておくことが求められます。 

復習としては、Blackboardにアップロードした講義資料に基づいて、映画が原作の場面や台詞をどのように異なる演出をしている

のかを把握し、その意味の相違について解釈することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内リスポンス・ペーパー兼出席票(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします。就職活動やその他の理由による欠席にはいっ

さい考慮しません。 毎回講義終了後にリスポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の評価を行います。すべての項

目が書かれていなかったり、２、３行しか書かれていなかったり、講義を聴かなくても書けることしか書かれていないシートは、平

常点を減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Margreta De Grazia et al.、2010、『The New Cambridge Companion to Shakespeare  』』、Cambridge University Press 

(ISBN:0521713935) 

2. 喜志哲雄、2008、『シェイクスピアのたくらみ』、岩波書店 (ISBN:4004311160) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM315／文学講義 １５ 

(Lectures on Literature 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学批評・理論１ 

担当者名 

（Instructor） 
中山 徹(NAKAYAMA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品はもとより視覚、聴覚芸術をも含む多様な文化的生産物を批判的＝批評的に分析するためのスキルを身に着ける。 

 

This course aims to help students acquire the necessary skills to analyse critically a wide range of cultural products, including 

not only literary works but also visual arts and music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 2-5 週では、現代批評の四つのトレンド――（ロシア・）フォルマリズム、脱構築批評、マルクス主義批評、新歴史主義――に焦

点をあてる。第 6-8 週では、近代（モダニティ）、美学、文化（カルチャー）のあいだの関係性について視覚文化と前衛音楽の観点

から考察する。第 9-11 週では、アートと権力との関係にかかわる三つの哲学的概念――「空想」としてのイデオロギー、「政治の

美学化」（としてのファシズム）、「芸術の政治化」（としてのコミュニズム）――を扱う。第 12-14 週は、具体的な作品分析にあてら

れる。 

 

Part 1 (Weeks 2–5) focuses on four contemporary trends in literary criticism: Russian Formalism, Deconstructive Criticism, 

Marxist Criticism, and New Historicism. Part 2 (Weeks 6–8) explores the constellation of modernity-aesthetics-culture in terms 

of visual culture and avant-garde music. Part 3 (Weeks 9–11) addresses three philosophical notions relevant to the relationship 

between art and power: ideology as “fantasy,” the aestheticization of politics, and the politicizing of art. Part 4 (Weeks 12–14), 

the course's concluding section, is planned for analytical and critical comments that apply the basic theses of the course to 

specific literary texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 形式を読む：フォーマリズム（形式主義）とニュー・クリティシズム（新批評） 

3. 修辞（レトリック）を読む：脱構築批評（ディコンストラクション） 

4. 政治的無意識を読む：マルクス主義と精神分析 

5. 歴史と文化を読む：新歴史主義（ニュー・ヒストリシズム）と文化唯物論 

6. 都市の美学化とスペクタクル：視覚と／の近代 

7. 「未来の音楽」：聴覚と／の近代 

8. マシン・エイジの政治的無意識：社会的象徴行為としての芸術 

9. 表象と空想：イデオロギー分析 

10. 芸術と権力：政治と／の美学をめぐって 

11. コモンズ（共有財）とコミュニズム 

12. リアリズムの条件：村上春樹と夏目漱石 

13. モダニズム文学とその翻案（アダプテーション）：J・ジョイスと J・ヒューストン 

14. 婚姻論の四角形：G・B・ショー、F・キャプラ、小津安二郎、S・ベケット 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義で言及した文献を読み、映画を鑑賞し、音楽を聴く。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席（講義に関するコメントを含む）(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (小レポート 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

講義中に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １７ 

(Lectures on Literature 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇 1 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１ 英米の法廷劇の映画化のＤＶＤを観ながら、その原作を英語と日本語訳で読み、比較検討することで、作品の理解を深められ

る。 

２ 映画を観たときに、映画監督もしくは演出家や撮影監督がどのように映像の文法や上演のパターンを踏まえて、映像を構成し

ているか、そしてそこにどのように監督や演出家の演出意図が反映されているか考えることができる。 

 

1 Teach students how to interpret the meaning of specific lines and scenes from courtroom drama while reading the scripts in 

both English and Japanese. 

2 Enable students to consider what interpretations theater producers and film directors drew from the text based on what is 

being shown to the audience during specific scenes when viewing theater productions or film adaptations of courtroom drama.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「英米の法廷劇とその映像化を読む」 

 この授業の目的は、 英米の演劇と映画化について考察することですが、前期の講義では、20世紀において英米で上演された

法廷劇とその映画化を取り上げながら、それぞれの作品がどのように裁判をドラマ化しているかに注目します。一学期の受講を

通じて、演劇にまったく馴染みのない学生諸君でも、演劇の登場人物やプロットのパターンへの注目を通じて、演劇の新たな見方

や解釈の方法（ドラマ・リテラシー）が身に付くようになるはずです。 

それから、毎回の講義の冒頭では、毎回異なる映画について紹介する時間を設け、学生諸君の映画の見方（フィルム・リテラシ

ー）を深めたいと思っています。 

 この講義では、時代の異なる４本の法廷劇――アガサ・クリスティの『検察側の証人』（1953 年）、レジナルド・ローズの『十二人

の怒れる男』（1955 年）、三谷幸喜が『十二人の怒れる男』にオマージュを捧げながら執筆した『12 人の優しい日本人』（1990

年）、アーロン・ソーキンの『ア・フュー・グッドメン』（1989 年）――を取り上げ、原作と映画化とを比較検討することで講義します。

基本的には、まず映画化や上演のＤＶＤを観た上で、原作と比較しながら講義します。 

授業の形式は講義形式です。上演や映画化のヴィデオやＤＶＤがあるものは映像を観てもらった上で、講義を行います。この講

義では，毎回の講義の資料のファイルを Blackboard を通じて配信します。 

 

The theme of this course is “Reading British and American Courtroom Drama and its Film Adaptations ” The purpose of this 

course is to examine the courtroom drama and film adaptation in Britain and the United States. Attention should be paid to how 

the trial is being dramaized. Through the first semester, students who are completely unfamiliar with drama will gain a new 

perspective on drama and how to interpret it (drama literacy) by focusing on drama characters and plot patterns. At the 

beginning of each lecture,students will watch the film adaptations of each courtroom drama  deepen their perspectives on film 

(film literacy)..In this course I will deal with four courtroom plays: Agatha Christie's Witness for the Prosecution (1953), Reginald 

Rose's Twelve Angry Men (1955), Koki Mitani's Twelve Gentle Japanese"(1990), a Japanese appropriation of Twelve Angry Men 

Aaron Sorkin's A Few Good Men (1989).I will give a lecture on each play by comparing the original and its film adapatation.After 

each lecture, I will upload the handouts of esch lecture at Blackboard. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――日本のテレビ・ドラマに見られる法廷劇の特徴 

2. ビリー・ワイルダー監督映画『情婦』（『検察側の証人』の映画化、1957 年）鑑賞（１）――弁護士ウィルフリッド卿の表象の特

徴 

3. ビリー・ワイルダー監督映画『情婦』（『検察側の証人』の映画化、1957 年）鑑賞（２）――物語のミステリー的要素 

4. アガサ・クリスティの『検察側の証人』講義１――パフォーマンスの場としての法廷 

5. アガサ・クリスティの『検察側の証人』講義２――悪女の証言の効果 

6. シドニー・ルメット監督督映画『十二人の怒れる男』鑑賞１――ヘンリー・フォンダというスターのイメージの利用 

7. シドニー・ルメット監督督映画『十二人の怒れる男』鑑賞２――陪審員同士のディベートを捉えた映像上の工夫 

8. レジナルド・ローズの『十二人の怒れる男』講義１――陪審員の構成の意味 

9. レジナルド・ローズの『十二人の怒れる男』講義２――この戯曲のタイトルの意味 
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10. 中原俊監督映画『12 人の優しい日本人』鑑賞――12 人の陪審員のキャラクターの差異化 

11. ロブ・ライナー監督映画の『ア・フュー・グッドメン』鑑賞１――グアンタナモ米海軍基地という空間の表象 

12. ロブ・ライナー監督映画の『ア・フュー・グッドメン』鑑賞２――ジェセップ大佐に扮するジャック・ニコルソンの演技の工夫 

13. アーロン・ソーキンの『ア・フュー・グッドメン』講義１――この作品のタイトルの意味 

14. アーロン・ソーキンの『ア・フュー・グッドメン』講義２――ソーキン作品の『ソーシャル・ネットワーク』との比較 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、映画鑑賞と並行して原作を読んで、その特徴を把握しておくことが求められます。 

復習としては、Blackboardにアップロードした講義資料に基づいて、映画が原作の場面や台詞をどのように異なる演出をしている

のかを把握し、その意味の相違について解釈することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および授業内リスポンス・ペーパーの評価(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします。就職活動やその他の理由による欠席にはいっ

さい考慮しません。 毎回講義終了後にリスポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の評価を行います。すべての項

目が書かれていなかったり、２、３行しか書かれていなかったり、講義を聴かなくても書けることしか書かれていないシートは、平

常点を減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM318／文学講義 １８ 

(Lectures on Literature 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇 2 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇という表現形態に親しみ，アメリカ演劇の歴史とその特徴について基礎的な知識を身に付けること。 

 

This course aims to introduce students to theater as a form of expression and provide basic knowledge of American theatrical 

history and American theater’s unique characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋演劇の展開を概観したうえで，アメリカ演劇の代表的な作家を取り上げ，その経歴，作品の概要等を講義する。西洋演劇の

伝統にアメリカ演劇を位置付けたうえで、その特徴を明らかにする。できる限り視聴覚資料も活用し，「見る」講義でもあるよう工

夫する。 

 

Students will conduct an overview of the historical development of western theater before studying significant works of 

American theater, their histories, and summaries through lecture. Students will also discover how American theater fits into the 

wider tradition of western theater as well as what makes American theater unique. As much as possible, this course will utilize 

audio-visual materials to construct multimedia lectures for the students to experience. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋演劇史（１）――ギリシア悲劇 

2. 西洋演劇史（２）――シェイクスピア 

3. 西洋演劇史（３）――近代劇 

4. R・タイラー 

5. E・オニール 

6. L・ヘルマン 

7. T・ワイルダー 

8. T・ウィリアムズ（１） 

9. T・ウィリアムズ（２） 

10. A・ミラー（１） 

11. A・ミラー（２） 

12. N・サイモン 

13. D・H・ホアン 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また出来るだけ劇場に足を運んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては成績評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM319／文学講義 １９ 

(Lectures on Literature 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世英文学 

担当者名 

（Instructor） 
不破 有理(FUWA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、現代のファンタジー作品の世界観を築いたともいわれるアーサー王伝説について、英国の王権の歴史と関係付け

ながら、その概要を学ぶことを目標とします。 

 

Arthurian legend has been a source of inspiration and a basis for creating modern fantasy world-building today.This course 

offers an enlightening overview of the legend of King Arthur, and its historical connection to British royal tradition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アーサー王伝説は西欧においてもっともよく知られた伝承です。そもそも「アーサー王」は実在したのでしょうか。本講義では、現

存最古の写本などの文献資料のほか、アーサー王伝説ゆかりの歴史的遺物、ラファエロ前派の絵画や現代の映画作品などの

視覚資料を用いながら、どのように今日伝わるアーサー王物語が形成されるに至ったのか、およそ 1500 年間にわたるアーサー

王伝承の変容の様相を概観します。毎回、課題をリアクションペーパーでまとめ、次回の講義につなげ、理解を深めます。 

 

The legend of King Arthur is Western Europe’s most well-known piece of folklore. But did King Arthur ever exist? In this course, 

students will utilize the oldest existing manuscript of its kind, and other literary materials, historical relics, Victorian paintings 

from the Pre-Raphaelite Brotherhood, modern film adaptations, and other visual media to study the formation of the modern 

interpretation of the legend of King Arthur and its transformation in the over 1500 years of its existence. In each class, 

students will be asked to answer key questions based on the topics discussed during the class in a reaction paper and use that 

paper to deepen their understanding of the next class’ topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：イギリス・ブリテンとは アーサー王伝説とは 

2. アーサー王は実在したのか：ウェールズ伝承とラテン語年代記 

3. ノルマン征服とアーサー王伝承：ウェールズのアーサー王物語と聖人伝 

4. アーサー王年代記（１）ジェフリ・オブ・モンマス(Geoffrey of Monmouth) 『ブリタニア列王史』 

5. アーサー王年代記（２） 円卓の登場：ワース(Wace)とラヤモン(Layamon) 

6. グラストンベリー伝説とアーサーの再臨信仰 

7. 聖杯伝説の誕生: クレチアン・ド・トロワ(Chrétien de Troyes) 

8. 14 世紀のアーサー王物語：頭韻詩『アーサーの死』 

9. 『サー・ガウェインと緑の騎士』 

10. テューダー朝におけるアーサー王： 

サー・トマス・マロリー(Sir Thomas Malory)の『アーサー王の死』 

11. アーサー王伝説の衰退と復活：『アーサー王の死』の出版史から 

12. アーサー王、復活：アルフレッド・ロード・テニスン(Alfred Lord Tennyson) の”The Lady of Shalott” 

13. テニスンの『国王牧歌』とラファエル前派の絵画、そして漱石へ 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義要綱に掲載した参考文献および授業内で提示する文献を授業前後に読んでおくことが望ましい。毎回ミニ課題を設定する

ので、講義のみならず、関連文献を読み、理解を深めて次回の講義につなげてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/出席とリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 青山吉信、1985、『アーサー伝説』、岩波書店 

2. アンヌ・ベルトゥロ、1997、『アーサー王物語』、創元社 

3. ジェイムズ・ノールズ、2000、『アーサー王物語』、偕成社文庫 

4. ジェフリ・オブ・モンマス、2007、『ブリタニア列王史』、南雲堂フェニックス 

5. 1990-96、『フランス中世文学集』、白水社 (4 巻本) 

6. ラヤモン、1997、『ブルート』、大阪教育図書 

7. サー・トマス・マロリー、2004-07、『アーサー王物語』、筑摩書房 (5 巻本) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２０ 

(Lectures on Literature 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
児童文学 

担当者名 

（Instructor） 
菱田 信彦(HISHIDA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀半ば以降のイギリス児童文学作品について、ジェンダー、階級、帝国主義など社会的なテーマにもとづき分析し、作者が

作品を通して何を伝えようとしているのかについて考察を加える。 

 

We will examine some works of children's literature in the latter half of 19th century and after that, from the vewpoints of 

gender, class, imperialism and other social issues. Then we will consider what messages the authers tried to convey through the 

works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『不思議の国のアリス』、『ピーター・パン』、『クマのプーさん』など、19 世紀半ば以降のイギリスの主要な児童文学作品について、

ジェンダー、階級、帝国主義など社会的なテーマにもとづき分析した英語論文の一部を講読する。その上で、作品が書かれた時

代の社会的背景をふまえつつ、作者が作品を通して何を伝えようとしているのかについてディスカッションする。 

 

We will read some academic articles written in English dealing with works of children's literature in the latter hald of the 19th 

century and after that, including Alice's Adventures in Wonderland, Peter and Wendy and Winnie-the-Pooh, from the vewpoints 

of gender, class, imperialism and other social issues. Then we will talk with each other, considering the historical background, on 

the messages the authors tried to convey through the works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：授業内容を理解するための基礎知識 

19 世紀半ば以降のイギリス児童文学にみる階級・ジェンダー・帝国 

2. 『不思議の国のアリス』とヴィクトリア時代の女性教育 (1) 

ヴィクトリア時代の家庭イデオロギーと女性の立場 

3. 『不思議の国のアリス』とヴィクトリア時代の女性教育 (2) 

「コンダクト・ブック」による教育のパロディ化と批判 

4. 『不思議の国のアリス』とヴィクトリア時代の女性教育 (3) 

権威に抵抗する自立した主人公としてのアリス 

5. 『ピーター・パン』に見るピューリタニズムの児童観 (1) 

イギリスにおけるピューリタニズムの発展と「子ども」概念 

6. 『ピーター・パン』に見るピューリタニズムの児童観 (2) 

ダーリング氏を通して描かれる「大人の男」であることの困難さ 

7. 『ピーター・パン』に見るピューリタニズムの児童観 (3) 

「子どもの世界」に対するイギリス人の嫌悪と憧憬 

8. 第１～７回のまとめ 

ヴィクトリア時代およびエドワード時代の児童文学 

9. 『クマのプーさん』に描かれるイギリス帝国 (1) 

20 世紀初頭におけるイギリス帝国の変容 

10. 『クマのプーさん』に描かれるイギリス帝国 (2) 

クリストファー・ロビンが支配する「植民地」としての百町森 

11. 『クマのプーさん』に描かれるイギリス帝国 (3) 

カンガとティガーはなぜ排斥されるのか：オーストラリアとインド 

12. 『ハリー・ポッターと死の秘宝』に見る人種問題 (1) 

作品中で対比的に描かれる「エルフ」と「ゴブリン」 

13. 『ハリー・ポッターと死の秘宝』に見る人種問題 (2) 

反人種差別の２つのアプローチ：多文化主義と社会正義主義 

14. 『ハリー・ポッターと死の秘宝』に見る人種問題 (3) 

グリフィンドールの剣は誰のものか：「所有権」をめぐる社会問題 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・授業で扱う児童文学作品は、邦訳でよいので読んでおくこと。 

・配布された授業のレジュメを事前によく読み、とくに英語資料の引用部について、辞書を引くなどして十分理解しておくこと。 

・授業後にはノートを整理するなどして授業内容の理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業コメントシート（2 回）(20%)/小レポート（4 回）(80%) 

【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)40%, 授業参加 30%, コメントシート 30%）授業回数の３分の１以上欠席した学生は

原則として評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業には英和辞典を持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM322／文学講義 ２２ 

(Lectures on Literature 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文学２ 

担当者名 

（Instructor） 
田中 有美(TANAKA YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学の英語訳、アメリカ文学の日本語訳を詳細に分析することを通して、原典とその翻訳の複雑な関係性と、翻訳された文

学作品がグローバルな文脈で流通し受容されていく様相とその問題点について理解を深めます。 

 

This course aims to explore the complicated relationships between source texts and their translations and the spread and 

receptions of translated literary texts in the global context by carefully analyzing English translations of Japanese literary texts 

and Japanese translations of American novels. 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較文学とは、言語、国境（文化圏）、ジャンル、メディア形式、学問領域といった既存のカテゴリーを積極的に横断しながら、文

学作品を中心とする文化的表現を考察しようとする学問です。特に、複数の言語を横断しようとする姿勢は１９世紀の学問成立当

初から一貫していることもあり、翻訳の問題は比較文学にとって常に重要なトピックでありつづけています。この授業では、翻訳さ

れた文学作品という存在についての理解を深めます。翻訳者の介入、翻訳の解釈的及び創造的側面、誤訳の問題、アダプテー

ションの問題、翻訳で文学作品を読むという行為が孕む問題、翻訳という行為自体の倫理的問題にも検討を加えます。 

 

As a study of literature and other cultural expressions, comparative literature attempts to cross multiple boundaries such as 

languages, national borders, cultural spheres, genres, and media. Multilingualism, in particular, has been a core characteristic, 

and consequently, translation is always an important topic in this discipline. This course provides students with deep 

understanding of translated literature by examining issues of the translator’s mediation, translation as interpretative and 

creative activity, mistranslation, adaptation, our reading practices of translated texts, and ethics of the act of translation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 比較文学における翻訳研究の動向、世界文学という考え方 

3. 『源氏物語』（紫式部）／ The Tale of Genji by Murasaki Shikibu (1) 

4. 『源氏物語』（紫式部）／ The Tale of Genji by Murasaki Shikibu (２) 

5. 『東海道中膝栗毛』（十返舎一九）／ Shank's Mare by Jippensha Ikku 

6. 『金色夜叉』（尾崎紅葉）/ The Gold Demon by Ozaki Koyo 

7. 『陰翳礼讃』（谷崎潤一郎）／ In Praise of Shadows by Tanizaki Junichiro 

8. 『密やかな結晶』（小川洋子）／ The Memory Police by Ogawa Yoko 

9. 中間テスト 

10. 「代書人 バートルビー」（ハーマン・メルヴィル）／ Bartleby, The Scribner by Herman Melville 

11. 『グレート・ギャツビー』（F・スコット・フィツジェラルド）／ Great Gatsby by F. Scott Fitsgerald 

12. 『風と共に去りぬ』（マーガレット・ミッチェル）／ Gone with the Wind by Margaret Mitchell (1) 

13. 『風と共に去りぬ』（マーガレット・ミッチェル）／ Gone with the Wind by Margaret Mitchell (2) 

14. 学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に読むように指示のあった資料は必ず読了した上で授業に出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材は、授業中またはウェブ学習システムを通じて配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM323／文学講義 ２３ 

(Lectures on Literature 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 昭子(MIZOGUCHI 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） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界に広がるアフリカ系英語文学や文化を通し、その西アフリカの神話に根ざした世界観とポストコロニアル的 identity 表象との

関係について考察し理解を深める。  

 

Students, by studying English language literature and the culture of Africans and African diasporas, are expected to deepen 

their  understanding about relationships between the West African mythical worldview and representations of postcolonial 

identities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西アフリカのヨルバ系文化の影響を受けたカリブ海諸島、アフリカ、英米のアフリカ系英語文学や文化を通して、そこに描かれる

神話的世界観と近代的あるいはポストコロニアル的 identity の構築との関係について考察し、いかに様々な「移動」によってアフ

リカ系文学文化が特徴づけられてきたかについての理解を目指す。 

 

This course covers English language literature and the culture of Africans and African diasporas (particularly in Nigeria, the 

Caribbean islands, America, and Britain), literature and culture informed by the West African Yoruba culture. The course aims to 

discuss  relationships between the West African mythical worldview and construction of postcolonial identities and how various 

kinds of "African" mobilities informed their literature and culture.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction：授業概要および西アフリカの文化の移動の歴史解説  

2. 西アフリカ（特にナイジェリア）の歴史およびその西アフリカの神話体系の理解  

3. アメリカの文化の "Crossroads"の概念と西アフリカのエシュの神話の関連  

4. エシュ＝エレグバラとシグニファイング・モンキーとの関連：その原型的な概念理解とその移動による変化  

5. エシュ＝エレグバラとシグニファイング・モンキーとの関連：その原型的な概念理解とその移動による変化  

6. ナイジェリアの歴史および英語文学におけるヨルバ神話：作家 Wole Soyinka の世界観 

7. ナイジェリアの英語文学におけるヨルバ神話 作家 Wole Soyinka の作品考察  

8. ナイジェリアの英語文学におけるの変遷：Chinua Achabe から Ben Okri にかけての精霊の子ども表象 

9. ナイジェリアの英語文学におけるの変遷：Ben Okri の作品における精霊の子ども表象  

10. ヨルバ神話の双子神話のアフリカ系英国文学における表象：Buchi Emecheta の作品考察  

11. ヨルバ神話の双子神話のアフリカ系英国文学における表象：Buchi Emecheta の作品考察 

12. ヨルバ神話の双子神話のアフリカ系英国文学における表象：Helen Oyeoyemi の作品考察  

13. ヨルバ神話の双子神話のアフリカ系英国文学における表象：Helen Oyeoyemi の作品考察  

14. 「移動」によって生まれる文化圏 まとめ （スケジュールは参加者の人数と関心により内容を調節する場合あり）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントに関するワークシートの簡単な課題を次週迄にこなしておく（毎回３０分〜１時間程度）  

授業外に課題の一端として関連映画を映画館で鑑賞することを要請する可能性もある。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(41%)/出席(毎回の課題あるいはコメントカード提出で代用）(30%)/毎回の課題等(29%) 

授業数の３分の２以上出席が単位認定の条件。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業でプリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. ウォレ・ショインカ  、1992、『神話・文学・アフリカ世界』、彩流社 (ISBN:4882022362) 
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2. ヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニア、2009、『シグニファイング・モンキー―もの騙る猿/アフロ・アメリカン文学批評理論』、南雲堂

フェニックス (ISBN:4888964270) 

3. チヌア・アチェベ  、2013、『崩れゆく絆 』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:4334752829) 

4. ヘレン・オイェイェミ  、2006、『イカルス・ガール』、産業編集センター (ISBN:4916199871) 

5. ベン・オクリ、1997、『満たされぬ道』、平凡社 (ISBN:4582302270) 

6. エイモス・チュツオーラ  、2012、『やし酒飲み』、岩波文庫 (ISBN:4003280113) 

7. 中村和恵  、2009、『世界中のアフリカへ行こう―「旅する文化」のガイドブック』、岩波書店 (ISBN:4000236822) 

その他授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM326／文学講義 ２６ 

(Lectures on Literature 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象芸術２ 

担当者名 

（Instructor） 
碓井 みちこ(USUI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画の面白さはどこにあるのか、自分の言葉で考えられるようになる。 単なる受け手に留まるのではなく、送り手側の演出意図

を想像しながら、映画作品を見られるようになる。 

 

This course encourages students to think about interesting aspects of film in their own words. Rather than passively receiving 

the images on the screen, students learn how to consider the intentions behind the dramatics while watching the work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アルフレッド・ヒッチコックおよびクリント・イーストウッドの映画作品を取り上げる。彼らの作品が、映画の表現としての可能性を大

いに広げたことを、フィルム・テクストの詳細な分析によって明らかにする。 

 

Students watch films directed by Alfred Hitchcock and Clint Eastwood. Then, through  detailed analysis of film text, students 

discover how these directors vastly expanded the possibilities for film as a form of expression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：シラバスをもとに講義の概要を説明する 

2. アルフレッド・ヒッチコック『裏窓』（1954）鑑賞（観たところまでの感想を提出する） 

3. 『裏窓』鑑賞（続き。鑑賞後の感想を提出する） 

アルフレッド・ヒッチコックとは？ 原作小説と映画の違い 

4. 『裏窓』における POVショット① 

5. 『裏窓』における POVショット② 

6. 『裏窓』において観客は何をどのように読み取るのか？ 

7. クリント・イーストウッド『目撃』（1997）鑑賞（観たところまでの感想を提出する） 

8. 『目撃』鑑賞（続き。鑑賞後の感想を提出する） 

クリント・イーストウッドとは？ 原作小説と映画の違い 

9. ヒッチコックとイーストウッド：「作家性」の違い 

10. 『目撃』において観客は何をどのように読み取るのか？① 

11. 『目撃』において観客は何をどのように読み取るのか？② 

12. ヒッチコックとイーストウッドの映画作品から、POVショット・切り返し・視線つなぎを再考する① 

13. ヒッチコックとイーストウッドの映画作品から、POVショット・切り返し・視線つなぎを再考する② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/授業内レポート(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業内に指示した提出物 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ヒッチコック/トリュフォー、1990、『定本 映画術』（改訂版）』、晶文社 (ISBN:4794958188) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM327／文学講義 ２７ 

(Lectures on Literature 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史 1 

担当者名 

（Instructor） 
新川 清治(SHINKAWA SEIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語を考える際の歴史的視点を獲得する。 

 

This course is designed to prepare students to analyze Present-day English from historical perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学講義 1、2 は英語の発達を概観するものであったが、そこで得た知識や考え方を基に英語の諸問題をより詳細かつ発展的に

扱う。受講者数によるが、できるだけ演習的性格の強い講義としたい。 

 

In this course, students will develop and expand on the knowledge acquired in "Lectures on Literature 1 and 2" and make a 

more detailed analysis of various aspects of the English language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（受講者の希望に応じてトピックを選ぶ。以下はその例である。） 

2. 外国語の影響 

3. 文字の発達 

4. 英語アルファベットの発達 

5. 古英語の綴り 

6. 中英語の綴り 

7. 近代英語の綴り 

8. 英語アカデミー設立運動 

9. 辞書の発達 

10. 文法書の発達 

11. アメリカ英語の発達 

12. 方言と標準語 

13. 国際語としての英語 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(60%)/書評(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (書評 30%,リアクションペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

スライドを利用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 1155 - 

■AM328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM328／文学講義 ２８ 

(Lectures on Literature 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史 2 

担当者名 

（Instructor） 
織田 哲司(ODA TETSUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イギリス人の祖先がブリテン島に到来する前の大陸時代から古英語時代(5 世紀半ば～11 世紀半ば)までの言語とそれを取り

巻く状況、ならびに文献から透けて見えるイギリス人の祖先の世界観の概略を理解できるようになる。 

 

This course aims to help students understand (1) the history of the language from the era when the ancestors of the British 

people lived on the European continent to that of the Old English (the mid 5th to mid 11th centuries) and (2) the circumstances 

surrounding them, as well as the world view of the ancestors seen through their literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中学生以来、あるいはもっと幼いときから英語を学んできて、英語に関してさまざまな疑問を抱いたことがありませんか―仮定

法過去ではなぜ If I were…というのだろうとか、あるいはまた footの複数形はなぜ foots ではなく feetなのだろうか、などなど。 

 ことばというものはすべからく時間の産物と言えます。もちろんことばを産みだしているのは人間の精神ですが、その人間はそ

れぞれの時代を生き、それぞれの時代の中で精神を形成しています。ですからことばについての謎はそのことばの歴史を学ぶこ

とによって説明できることが多いのです。たとえば「例外」として教わってきた現象は歴史的に見れば例外でも何でもない、当時の

規則にしたがった言語現象であることにも気づくでしょう。 

 この授業は、英語の歴史のなかでもとくに英語のもつゲルマン的な性格が色濃い古英語時代のことばと文化を学びながらみな

さんがこれまで抱いてきたさまざまな疑問を解明していきます。英語を歴史的に学ぶということは英語を立体的に見つめる目をも

つということです。ものごとを歴史的に見つめる視点は何事においても重要です。現代という時間のいわば表面に現れた現象だ

けを見つめていては、その物事の本質を理解することができないでしょう。 

 とくに英語教師をめざす人はこのような視点が必要です。実際に中高の教室ではこの授業で学ぶ内容を教える必要はありませ

ん。それでも英語史に関する知識をたくさんもっているに越したことはありません。樹木は枝を広げた幅と同じくらいに目には見え

ない土の下で根を広げているといいます。立派な英語教師として活躍するためには、中学生や高校生の目には見えないかもしれ

ないたくさんの英語史的知識を持っていた方がいいのです。 

 最後に『英文法汎論』を著した細江逸記博士のことばをご紹介しておきましょう。｢過去なくして現代はあらず、現代の英語を明ら

かにしようとするには、しばしば過去の英語を説かなければならない。｣ 

 

Ever since we started learning English many of us have surely had many doubts about the language - why does the subjunctive 

past form say “If I were...”, for example, or, why does the word “foot” become “feet” in plural instead of “foots”, etc. 

 It is often said that a language is a product of time. Naturally, it gives form to the human spirit. However, humans have lived 

throughout many periods, and it is in those periods in which the spirit is made. That is why many of the mysteries concerning a 

language can be explained by studying its history. 

 In this lecture you will find some answers to your doubts regarding English through the stories of the Old English and of the 

culture in which the Germanic aspects of the language strongly remained. Without historical aspects, you cannot understand the 

true nature of the occurrence. 

 For those aiming to become an English teacher, this kind of perspective is necessary. It is often said that a tree extends its 

roots under the surface of the soil as wide as the branches grow above. 

 Lastly let me introduce some words from the late Professor Itsuki Hosoe, the author of An Outline of English Syntax: “The 

present cannot exist without the past. If you intend to understand modern English clearly, you must also refer to the English 

language of the past.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション：英語の「大和ことば」と外来語 

2. 印欧語族と比較言語学：グリムの法則、ラテン文化 vs ゲルマン文化 

3. ゲルマン人の世界観 1：Gods はなぜ複数形、どんな神様？ 

4. ゲルマン人の世界観 2：beliefのなかに leaf、true のなかに tree 

5. ゲルマン人の世界観 3：ルーン文字の秘密 

6. 印欧語族のブリテン島到来 1：ケルト人とローマ人 
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7. 印欧語族のブリテン島到来 2：ゲルマン人がアングロ・サクソン人になるとき 

8. アングロ・サクソン人のキリスト教改宗：Gods から Godへ 

9. ヴァイキングの侵略 1：｢彼ら｣は｢卵｣や｢パン｣から｢死ぬ｣まで北欧からもってきた 

10. ヴァイキングの侵略 2：古英語へのヴァイキングの影響 

11. 古英語の文法 1：格に依存する言語とは 

12. 古英語の文法 2：不規則変化は本当に｢不規則」？ 

13. 古英語を読む 1：頭韻詩---ゲルマン諸語の中で最古の叙事詩 Beowulfなどを読んでみよう 

14. 古英語を読む 2：散文---イギリス版『日本書紀』Anglo-Saxon Chronicle などを読んでみよう  

および筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習としてハンドアウトを Blackboard からダウンロードし、それに目を通しておくことが必要です。復習には下に掲げる参考文献

を読めばいっそう理解が深まるでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/授業内レポート(40%)/リアクションペーパー(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内に指示した提出物 20%リアクションペーパー,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh, T.Cable. 2012. A History of English Language, 6th ed.. Routledge (ISBN:978-0415655965) 

2. O. Barfield. 1967. History of English Words. Lindisfarne Press (ISBN:0-940262-11-8) 

3. 風間喜代三、1993、『印欧語の故郷を探る』、岩波書店 (ISBN:978-4004302698) 

4. 中沢新一、2002、『熊から王へ』、講談社 (ISBN:4-06-258239-2) 

5. 渡部昇一、1983、『英語の歴史』、大修館書店 (ISBN:978-4469141832) 

6. 渡部昇一、1977、『英語の語源』、講談社 (ISBN:978-4061158801) 

7. 織田哲司、2011、『英語の語源探訪』、大修館書店 (ISBN:978-4469245691) 

その他必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 この授業では授業中およびその他の時間における質問・コメントを大いに歓迎し、むしろ積極的に評価します。授業外の時間な

らば電子メールを使用することも可能です(oda_t@meiji.ac.jp)。受講者はとにかくことばと人間および両者ののっぴきならぬ関係に

興味をもって日々の生活を送って下さい。そうすることにより今年度のみならず、大学生活が、そしてもしかする人生に対するもの

の見方が変わるかもしれません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM329／文学講義 ２９ 

(Lectures on Literature 29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論 1 

担当者名 

（Instructor） 
海田 皓介(KAITA KOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語文法の諸現象について、歴史的観点からある程度の説明ができるようになることを目指す。英語は歴史上、諸外国語

（ドイツ語・フランス語・ラテン語・ギリシア語など）との密接な関連を持っているため、英語以外の言語を学ぶ重要性も関連付けて

認識できるようになることも目指す。英語の背後にある歴史的知見を得ることで、大学で英語について深く学ぶべき意義を身につ

けていただきたい。 

 

This course aims to help students explain some phenomena of contemporary Modern English grammar from a historical 

perspective. Historically, the English language has maintained close relationships with several foreign languages (German, 

French, Latin, and Greek, among others). This course, therefore, aims to inform students of the importance of learning other 

foreign languages and their connections to the English language. With the knowledge of historical background, students are 

expected to have a deeper understanding of the English language in university education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、英語という言語の持つ歴史を扱う。一般に言語の歴史を学ぶ場合、その言語が用いられている国の社会・政治的変

動を扱う外面史と、その言語の語法の変化という内面史の二つの知識が必要とされる。本講義はこれら二つの面を扱う。英語は

なぜ世界中で用いられているのか？なぜ現代の英文法には不規則な名詞や特殊な過去形など、例外とされる規則があるの

か？これらの問題は現代の英語のみならず、その歴史的背景を見ることで解決できることがある。本講義は我々が英語について

抱きがちな問いに触れつつ、歴史的背景から英語の諸問題を垣間見ることで、英語という言語が今日ある姿に変容した過程を講

義する。 

 

講義内容は二部構成となる。前半は主に英語の語法の変化についてハンドアウトなどの資料により講義する。また時間の許す限

り、英語の各時代の文章に触れる機会も提供する。後半は英語の姿を時系列的に追う通史につき、映像資料などを活用する。 

 

なお本講義と併せて、秋学期開講の「文学講義 30（英語構造論 2）」も履修することが望ましい。両科目の受講により一貫した体

系として英語の歴史について理解を得てもらうことを意図しているためである。 

 

This course will deal with the history of the English language. When studying the history of a language, it is necessary to learn 

the following: its external history, which covers the social and political changes of the countries where the language is used, and 

its internal history, which covers changes in its rules of grammar. Why is English so widely used? Why does modern English 

grammar have exceptions to rules such as irregular nouns or unique past tense verb forms? One of the solutions to these 

questions is to look at the history of English. This lecture will answer some questions about English from a historical 

perspective, and trace the pathway of English up to what it is today. 

 

Each class will consist of two parts. The first part will focus on particular grammar topics based on handouts provided. Readings 

of primary texts for each period of English will also be done. The latter part will be given for general overview of the history of 

English using audio-visual aids. 

 

Students are highly recommended to take my Fall Semester class (Lectures on Literature 30). Both this lecture and the Fall 

Semester lecture are designed to work in unison for providing better insights into the history of English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明 

2. 名詞 1 

3. a, 名詞 2 

b. 通史：古英語 1 

4. a. 代名詞・冠詞 1 

b. 通史：古英語 2 

5. a. 代名詞・冠詞 2 
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b. 通史：中英語 1 

6. a. 代名詞・冠詞 3 

b. 通史：中英語 2 

7. a. 中間テスト 

b. 文法事項のまとめ 

8. a. 形容詞・副詞 1 

b. 通史：英語史における聖書について 1 

9. a. 形容詞・副詞 2 

b. 通史：英語史における聖書について 1 

10. a. 動詞 1 

b. 通史：近代英語 1 

11. a. 動詞 2 

b. 通史：近代英語 2 

12. 動詞 3 

13. a. 春学期のまとめ 

b. 期末試験について案内 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教員が当該授業時前に提示する事柄（主に現代英語についての疑問）について授業前に考えをまとめておくこと。これにより授業

内容をより深く理解できる。 

 

授業時間内のみで英語史の知識を体系的に身に着けることは困難である。授業から興味を持った事項については、適宜図書館

の資料などを自ら積極的に利用し、少しでも英語の歴史を自分で理解しようとする努力を怠らないでいただきたい。同じ内容を複

数の参考書（例えば英語史の入門書数冊）がどのように記述しているかを比べてみるのも面白い。その他「授業の目標」にあるよ

うに、英語以外の諸外国語の学習も勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に指示した提出物（複数回）(60%)/最終レポート(40%) 

授業を 4 回以上欠席した場合、単位修得は不可能となる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (中間テスト 30%,授業への貢献度 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 家入葉子、2007、『ベーシック英語史』、ひつじ書房 (ISBN:9784894763494) 

講義資料としては教科書の他にハンドアウトを用い、講義の内容はこれに基づく。毎授業平均 2-3 ページほどの予定。なお、教

室内では教壇の手前から着席すること。積極的に対象に向き合う姿勢を歓迎する。また授業中の携帯電話やスマートフォンなど

の使用は、教員が許可した場合を除き、禁止する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤貞雄、2002、『英語史入門―現代英文法のルーツを探る』、開拓社 

2. 小倉美知子、2015、『変化に重点を置いた英語史』、英宝社 

3. 岸田隆之・早坂信・奥村直史、2002、『歴史から読み解く英語の謎』、教育出版 

4. 寺澤盾、2008、『英語の歴史―過去から未来への物語』、中公新書 

5. 中尾俊夫・児馬修、1990、『歴史的にさぐる現代の英文法』、大修館書店 

6. 堀田隆一、2011、『英語の「なぜ？」に答える はじめての英語史』、研究社 

7. 八木克正、2018、『英語にまつわるエトセトラ』、研究社 

授業にて、詳しい参考文献書目を配布する。また映像資料『英語の冒険 = The adventure of English』（英国グラナダ・インターナ

ショナル・メディア）（2003）を授業内で活用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「授業計画」の各回にある「通史」の内容は、本シラバス「参考文献」、「その他」欄にある映像資料（『英語の冒険 = The 

adventure of English』）の視聴によりカバーする予定であった。しかしオンライン授業実施の制約上、授業の中では視聴できない

ことをご了承いただきたい（なお本 DVD は本学図書館にて利用可能）。古英語や中英語の理解に必要な事項については、講義

中に説明を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM330／文学講義 ３０ 

(Lectures on Literature 30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論 2 

担当者名 

（Instructor） 
海田 皓介(KAITA KOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語文法の諸現象について、歴史的観点からある程度の説明ができるようになることを目指す。英語は歴史上、諸外国語

（ドイツ語・フランス語・ラテン語・ギリシア語など）との密接な関連を持っているため、英語以外の言語を学ぶ重要性も関連付けて

認識できるようになることも目指す。英語の背後にある歴史的知見を得ることで、大学で英語について深く学ぶべき意義を身につ

けていただきたい。 

 

This course aims to help students explain some phenomena of contemporary Modern English grammar from a historical 

perspective. Historically, the English language has maintained close relationships with several foreign languages (German, 

French, Latin, and Greek, among others). This course, therefore, aims to inform students of the importance of learning other 

foreign languages and their connections to the English language. With the knowledge of historical background, students are 

expected to have a deeper understanding of the English language in university education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、英語という言語の持つ歴史を扱う。一般に言語の歴史を学ぶ場合、その言語が用いられている国の社会・政治的変

動を扱う外面史と、その言語の語法の変化という内面史の二つの知識が必要とされる。本講義はこれら二つの面を扱う。英語は

なぜ世界中で用いられているのか？なぜ現代の英文法には不規則な名詞や特殊な過去形など、例外とされる規則があるの

か？これらの問題は現代の英語のみならず、その歴史的背景を見ることで解決できることがある。本講義は我々が英語について

抱きがちな問いに触れつつ、歴史的背景から英語の諸問題を垣間見ることで、英語という言語が今日ある姿に変容した過程を講

義する。 

 

講義内容は二部構成となる。前半は主に英語の語法の変化についてハンドアウトなどの資料により講義する。また時間の許す限

り、英語の各時代の文章に触れる機会も提供する。後半は英語の姿を時系列的に追う通史につき、映像資料などを活用する。 

 

なお本講義と併せて、春学期開講の「文学講義 29（英語構造論 1）」も履修することが望ましい。両科目の受講により一貫した体

系として英語の歴史について理解を得てもらうことを意図しているためである。 

 

This course will deal with the history of the English language. When studying the history of a language, it is necessary to learn 

the following: its external history, which covers the social and political changes of the countries where the language is used, and 

its internal history, which covers changes in its rules of grammar. Why is English so widely used? Why does modern English 

grammar have exceptions to rules such as irregular nouns or unique past tense verb forms? One of the solutions to these 

questions is to look at the history of English. This lecture will answer some questions about English from a historical 

perspective, and trace the pathway of English up to what it is today. 

 

Each class will consist of two parts. The first part will focus on particular grammar topics based on handouts provided. Readings 

of primary texts for each period of English will also be done. The latter part will be given for general overview of the history of 

English using audio-visual aids. 

 

Students are highly recommended to take my Spring Semester class (Lectures on Literature 29). Both this lecture and the 

Spring Semester lecture are designed to work in unison for providing better insights into the history of English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明 

2. 春学期の授業内容の復習 

3. a, 前置詞 1 

b. 通史：アメリカ英語 1 

4. a, 前置詞 2 

b. 通史：アメリカ英語 2 

5. a, 接続詞 1 
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b. 通史：規範文法 1 

6. a, 接続詞 2 

b. 通史：規範文法 2 

7. a. 中間テスト 

b. 文法事項のまとめ 

8. a. 言語変化 1 

b. 通史：インド・カリブ諸島・オーストラリアの英語 1 

9. a. 言語変化 2 

b. 通史：インド・カリブ諸島・オーストラリアの英語 2 

10. a. 言語変化 3 

b. 通史：現代英語の傾向 1 

11. a. 言語変化 4 

b. 通史：現代英語の傾向 2 

12. 言語変化 5 

13. a. 秋学期のまとめ 

b. 期末試験について案内 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教員が当該授業時前に提示する事柄（主に現代英語についての疑問）について授業前に考えをまとめておくこと。これにより授業

内容をより深く理解できる。 

 

授業時間内のみで英語史の知識を体系的に身に着けることは困難である。授業から興味を持った事項については、適宜図書館

の資料などを自ら積極的に利用し、少しでも英語の歴史を自分で理解しようとする努力を怠らないでいただきたい。同じ内容を複

数の参考書（例えば英語史の入門書数冊）がどのように記述しているかを比べてみるのも面白い。その他「授業の目標」にあるよ

うに、英語以外の諸外国語の学習も勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題の提出（ほぼ毎回）(60%)/授業内レポート(40%) 

授業を 4 回以上欠席した場合、単位修得は不可能となる。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (中間テスト 30%授業への貢献度,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 家入葉子、2007、『ベーシック英語史』、ひつじ書房 (ISBN:9784894763494) 

講義資料としては教科書の他にハンドアウトを用い、講義の内容はこれに基づく。毎授業平均 2-3 ページほどの予定。なお、教

室内では教壇の手前から着席すること。積極的に対象に向き合う姿勢を歓迎する。また授業中の携帯電話やスマートフォンなど

の使用は、教員が許可した場合を除き、禁止する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤貞雄、2002、『英語史入門―現代英文法のルーツを探る』、開拓社 

2. 小倉美知子、2015、『変化に重点を置いた英語史』、英宝社 

3. 岸田隆之・早坂信・奥村直史、2002、『歴史から読み解く英語の謎』、教育出版 

4. 寺澤盾、2008、『英語の歴史―過去から未来への物語』、中公新書 

5. 中尾俊夫・児馬修、1990、『歴史的にさぐる現代の英文法』、大修館書店 

6. 堀田隆一、2011、『英語の「なぜ？」に答える はじめての英語史』、研究社 

7. 八木克正、2018、『英語にまつわるエトセトラ』、研究社 

オンライン授業のため、上記映像資料の視聴は行わない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オンライン授業実施が決定する前の段階では、「授業計画」の各回にある「通史」の内容を、本シラバス「参考文献」、「その他」欄

にある映像資料（『英語の冒険 = The adventure of English』）の視聴によりカバーする予定であった。また中間試験と期末試験も

実施予定であった。しかしオンライン授業実施の制約上、授業の中では映像資料を視聴できなくなったことをご了承いただきたい

（なお本 DVD は本学図書館にて利用可能）。また筆記試験も行わない。このため各回の授業内容は上記の語法や言語変化につ

いての講義を中心とし、内容を理解する上で必要となる通史の知識については、適宜講義中に説明を行う。初回授業時に更新し

た授業計画を通知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM331／文学講義 ３１ 

(Lectures on Literature 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学 1 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の単音（子音・母音）、および、連続音を正しく発音し、聴き取れるようになる。 

さらに、英語音声を発音する際の音声器官の動きを理解できるようになる。 

 

This course will help students correctly pronounce and perceive sounds of the English language. 

In addition, it will also help them understand the movements of vocal organs when pronouncing English sounds. 

 

授業の内容（Course Contents） 

単音、連続音を発音する際の音声器官の動きについて講義する。 

単音、連続音の聴取練習をおこなう。 

 

This course provides an introduction to English phonetics. 

Students will learn how English sounds are articulated. 

Students will also practice perceiving them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 閉鎖音 （有気音、無気音など声帯の状態を理解する） 

2. 摩擦音  （どの音声器官のあいだに隙間があるのかを理解する） 

3. 破擦音、鼻音 （緩やかな閉鎖の開放、鼻音と有声閉鎖音の対応を理解する） 

4. 側面音、半母音 （エル音は２種類、半母音は３種類あることを理解する） 

5. 単母音（音質が一定である母音を理解する） 

6. 単母音（母音の長さは重要ではないことを理解する） 

7. 二重母音（ある音質から別の音質に変化する母音を理解する） 

8. 二重母音、三重母音、中間テストについて 

9. 中間テスト、弱母音 （母音の３大特徴を失ってしまうのはなぜかを理解する） 

10. 音節、聞こえ度、音節主音、子音の結合（規則性が存在することを理解する） 

11. 鼻腔開放、側面開放、連続音の調音位置の同化、音の脱落 （規則性が存在することを理解する） 

12. 語アクセント、複合語アクセント、句アクセント （規則性が存在することを理解する） 

13. 強形・弱形、リズム、筆記試験について 

14. 筆記試験と総括   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/リアクションペーパー(55%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (中間テスト 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

 

参考文献（Readings） 

1. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態： 板書の講義中心とする。随時音声教材を用いる。 

課題に対するフィードバックについて： 中間テストについては、テストの翌週の授業時に、筆記試験については、Blackboard を通

じておこなう。 
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注意事項（Notice） 
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■AM332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM332／文学講義 ３２ 

(Lectures on Literature 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学 2 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１から７：カジュアルなスタイルで話される時の英語音声の特徴を理解し、英語の文を発音したり聴いたりする際に役立てる。 

９から１４：音の置き換えには、強化過程と弱化過程の２つがある。母音の強化過程を取り上げ、ある母音が別の母音に、なぜ変

化するのかを理解する。 

 

1-7: This course will help students understand the differenceｓ of pronunciation in dictionary form and casual speech form. This 

will be useful when pronouncing English sentences and listening to them. 

9-14: There are two kinds of sound substitution in English: strengthening process and weakening process. This course covers 

the strengthening process of English vowels, and it will help students understand why this type of sound substitution occurs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１から７：単独で発音された単語の発音形と、自然なスピードで話された単語連鎖の発音形とを対応付ける音の置き換えを解説

する。また、聴取練習をおこなう。 

９から１４：相対する３つの極の音声特徴を強化する方向で母音は変化します。大母音推移、現代の英語の変種(GA, RP, Aus, NZ

等）に関与している母音の強化過程を例として取り上げ講義します。 

 

This course provides an introduction to English phonetics and phonology.  

1-7: Students will learn how pronunciations in mental lexicon are mapped onto pronunciations in casual speech. Students will 

also practice listening to them. 

8-14: Students will learn strengthening processes in vowels which enhance characteristics of the opposing poles: palatality [i], 

labiality [u], sonority [ɑ]. Students will also learn the processes governing the Great Vowel Shift and regional variants of modern 

English (e.g. GA, RP, Aus, NZ, and others). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Prosodic mapping（語、複合語、句をリズムのスロットに落とし込む） 

2. ビート（＝リズムのスロット）について 

3. 子音連続の同化（調音位置の同化とビート）  

4. 子音連続の同化（狭めの同化とビート）  

5. 子音連続の同化（調音様式の同化とビート）  

6. 子音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

7. 母音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

8. 中間テスト 

9. 母音を特徴づける３つの音声特徴 （Palatality, Labiality, Sonority） 

10. 大母音推移   

11. Raising （Palatality/Labiality を増大させる音の置き換え） 

12. Lowering（Sonority を増大させる音の置き換え） 

13. Depalatalization, Delabialization （Palatality/Labiality を取り去る音の置き換え） 

14. Palatalization, Labializaiton （Palatality/Labiality を付加する音の置き換え,） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テスト１（授業１２回分）(84%)/授業内小テスト２（授業２回分）(16%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (中間テスト 40%小テスト（各回の授業内）の合計,60%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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各回ハンドアウト、ワークシートを配布する（テキストは使用しない） 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

2. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態： 板書の講義中心とする.。１～７では音声教材を用いる。 

課題に対するフィードバックについて： 各回の小テストは、次回授業開始時に返却、フィードバックをおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM333／文学講義 ３３ 

(Lectures on Literature 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情 1 

担当者名 

（Instructor） 
青木 深(AOKI SHIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1940₋50 年代のアメリカ音楽文化の多様さを歴史的に理解するとともに、「戦後日本のアメリカ」というローカルな場から冷戦初期

のグローバルな歴史をまなざす知的想像力を養う。 

 

The goals of this course are to understand the diversity of music cultures in the United States from the 1940s to the 1950s, 

and to develop historical perspective by considering the broader context of the early Cold War through the specific field of 

"America in postwar Japan". 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二次世界大戦後、アメリカ合衆国を主とする連合国の占領下におかれた日本では、地理的・社会的に広い範囲にわたってアメ

リカ人やアメリカ文化との接触・交流・衝突が生じ、これは朝鮮戦争をへて占領終結後の 1950年代半ばまで続いた。しかし、戦後

日本にあらわれた「アメリカ」の実態は、マッカーサー、ジープ、チューインガムといった紋切り型の「進駐軍」表象に隠れて見えづ

らくなっている。この授業では、ポピュラー音楽に関わる日米の接触に着目しながら、占領期から朝鮮戦争期の日本における「ア

メリカ人」や「アメリカ文化」の多様な様相を講義し、1940-50 年代のアメリカ社会・文化に関する歴史的理解を深めていきたい。 

 

From the Allied occupation period to the aftermath of the Korean War, Japan experienced wide range of geographic and social 

interactions with the United States. Yet, the diverse realities of American individuals and their cultures have been veiled under 

the stereotypical representation of Shinchugun, such as General MacArthur, U.S. military jeeps, and American chewing gum. 

Focusing on postwar cultural contacts through a study popular music, this course will explore the true complexity of the 

American presence and deepen understanding of American social and cultural histories in the 1940s and the 1950s. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 戦後に来日したアメリカ軍の概要 

3. 軍楽隊の「アメリカ」 

4. 米軍放送とハリウッド映画 

5. 滞日した米軍人と音楽（1）――「ヒット・パレード」のアメリカ 

6. 滞日した米軍人と音楽（2）――「旧世界」ヨーロッパの痕跡 

7. 滞日した米軍人と音楽（3）――ヒルビリーとウエスタン 

8. 滞日した米軍人と音楽（4）――ジャズとリズム＆ブルース 

9. 滞日した米軍人と音楽（5）――スペイン語圏アメリカス 

10. 滞日した米軍人と音楽（6）――ハワイ経由のアメリカ 

11. アメリカ軍における宗教と音楽 

12. 朝鮮戦争を歌う 

13. 「極東」の歌を持ち帰る 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中の配布資料や、授業中に提示した参考文献を読む。 

関連する映像や音楽を動画サイト等を利用して視聴する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業への積極的参加とコメントシート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木深、2013、『めぐりあうものたちの群像――戦後日本の米軍基地と音楽 1945ー1958』、大月書店 (ISBN:9784272520862) 

2. 大和田俊之、2011、『アメリカ音楽史ーーミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』、講談社 (ISBN:978-4-06-

258497-5) 

上に挙げたもの以外については、適宜、授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM334／文学講義 ３４ 

(Lectures on Literature 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情 2 

担当者名 

（Instructor） 
迫 桂(SAKO KATSURA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

How do you imagine your ageing and your future? 

 

Ageing is not all about old age; it is, more broadly, to do with our being in time and in relation to others. Ageing also invites us to 

think about illness and care, experiences that many, if not all, of us may encounter in later life (and at any point in life). Thinking 

about ageing, therefore, raises many important questions that are central in our life. The aim of this course is to introduce 

literary (and cultural) studies of ageing and address some of these questions. 

 

  

 

授業の内容（Course Contents） 

As population ageing progresses in many parts of the world, there has been an increasing number of publications of literary and 

other cultural texts that depict ageing and related issues such as care. This course will introduce some examples of these texts, 

along with key theories and perspectives as well as relevant cultural debates in the studies of ageing. We will analyse how the 

texts narrate ageing and related experiences such as care, paying attention to their form, genre and context as well as content. 

We will consider various questions that these texts raise, including: how do we imagine our life course? Do we change in time 

and how? How may women and men experience ageing differently? How may our relationship with the body change over time? 

How may illness affect our identity and perspective on life? How may we relate to others in and through care? How may we 

understand in/dependence and dis/ability?  

 

Most of the texts that will be considered come from the British context. But the course draws upon many perspectives and 

debates that will be relevant in other contexts. The analytical and critical approach to text that will be practised in the course 

will also be widely applicable. It is hoped, therefore, that this course will be useful for students who study other literatures, 

cultures, art forms. 

 

The language of the course is Japanese. （授業の使用言語は日本語です。）  

Students are expected to actively participate in class by doing assigned homework and engaging in group discussion/work. （基

本は講義形式ですが、双方向性を確保すべく工夫しますので、受講者の積極的な参加に期待します。） 

 

Details of the course schedule may be changed to better accommodate students' needs and interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Ageing, culture, narrative  

2. Life course, gender, narrative 

作品：Anita Brookner, Hotel du Lac (『秋のホテル』), The Best Exotic Marigold Hotel (『マリーゴールド・ホテルで会いましょ
う』)（映画）他 

3. Life course, gender, narrative 

作品：Anita Brookner, Hotel du Lac (『秋のホテル』), The Best Exotic Marigold Hotel (『マリーゴールド・ホテルで会いましょ
う』)（映画）他 

4. Life course, gender, narrative 

作品：Anita Brookner, Hotel du Lac (『秋のホテル』), The Best Exotic Marigold Hotel (『マリーゴールド・ホテルで会いましょ
う』)（映画）他 

5. Care, ageing, narrative  

作品：Doris Lessing, The Diary of a Good Neighbour (『夕映えの道』), Margaret Drabble, The Pure Gold Baby 

6. Care, ageing, narrative  

作品：Doris Lessing, The Diary of a Good Neighbour (『夕映えの道』), Margaret Drabble, The Pure Gold Baby 

7. Care, ageing, narrative 

作品：Doris Lessing, The Diary of a Good Neighbour (『夕映えの道』), Margaret Drabble, The Pure Gold Baby 
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8. Dementia, illness, identity, narrative 

作品：Emma Healey, Elizabeth Is Missing,  Iris (『アイリス』) (映画), Mr Holmes (『Mr.ホームズ 名探偵最後の事件』) (映画)

他 

9. Dementia, illness, identity, narrative 

作品：Emma Healey, Elizabeth Is Missing,  Iris (『アイリス』) (映画), Mr Holmes (『Mr.ホームズ 名探偵最後の事件』) (映画)

他 

10. Dementia, illness, identity, narrative 

作品：Emma Healey, Elizabeth Is Missing,  Iris (『アイリス』) (映画), Mr Holmes (『Mr.ホームズ 名探偵最後の事件』) (映画)

他 

11. Care, ethics, narrative, future,  

Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go (『私を離さないで』); Yoko Tawada, The Last Children of Tokyo (『献灯使』); Margaret 

Drabble, The Dark Flood Rises (『昏い水』)他 

12. Care, ethics, narrative, future,  

Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go (『私を離さないで』); Yoko Tawada, The Last Children of Tokyo (『献灯使』); Margaret 

Drabble, The Dark Flood Rises (『昏い水』)他 

13. Care, ethics, narrative, future 

Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go (『私を離さないで』); Yoko Tawada, The Last Children of Tokyo (『献灯使』); Margaret 

Drabble, The Dark Flood Rises (『昏い水』)他 

14. Review and feedback 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された作品やプリントの指定部分（英語・日本語）を読む。 

指示されたタスク（用意された質問について考える、人物や事柄について調べる等）がある場合は、それを行う。 

 

日本語翻訳(字幕・吹替)がある作品については、（できれば授業前に）全部を読む（観る）ことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー、授業参加度(40%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

詳細は初回授業で説明。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３５ 

(Lectures on Literature 35) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
永富 友海(NAGATOMI TOMOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、ヴィクトリア朝のイギリスにとって不可欠であると同時に厄介極まりない存在でもあった「売春婦」の社会的、文化的表

象に着目することにより、当時の社会を形成するジェンダーと階級イデオロギーの複雑な諸相に切り込むことを目的とする。 

 

This course will focus on socio-cultural representations of "the prostitute", the indispensable, if problematic, existence for 

Victorian Britain, thereby trying a critical approach to multifarious aspects of gender and class ideologies prevalent in the 

Victorian society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、ヴィクトリア朝における売春の表象、特に「高級娼婦」の存在に焦点を当てる。ヴィクトリア朝のイギリスにおける売

春婦の研究は、概ね街娼（streetwalkers）であったり、売春宿に所属している一般の娼婦（common prostitutes）を対象としてお

り、高級娼婦（the demi-monde）の研究は見過ごされてきた。19世紀中頃に登場し、ロンドンのハイド・パークを馬で闊歩する高級

娼婦たちが “pretty horse- breakers”と呼ばれ、一種の見世物となっていたという事実にもかかわらずである。上流階級のご婦

人とみまがう豪華な装いによって階級横断的な存在となった彼女たちの異質な魅力は、ヴィクトリア朝の階級社会に孔を穿つ力

を孕んでいる。彼女たちの表象を通して、ヴィクトリア朝における「売春婦」の文化表象を再考してみたい。 

 

This course will examine representations of prostitutes in the Victorian era, paying special attention to “the demi-monde”, or 

high class whores.  Quite a few studies have tried to identify what prostitutes signify in Victorian society and culture, fixing 

their attention almost exclusively to common prostitutes including streetwalkers.  Curiously, then, they leave “the demi-

monde” underanalised, though a group of high class prostitutes on horseback in Hyde Park, notoriously called “pretty 

horsebreakers”, provided an attractive spectacle in London society in the mid-nineteenth century.  Attired as beautifully and 

refined as respectable ladies, those cross-class pretty horsebreakers became subversive of Victorian values.  From this 

perspective, this course will re-examine the ways Victorian culture represents a (un-)social group of prostitutes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヴィクトリア朝における「馬」の表象： Queen Victoria and John Brown 

3. ヴィクトリア朝における「馬」の表象：the American Horse-tamer (1) 

4. ヴィクトリア朝における「馬」の表象：the American Horse-tamer (2) 

5. ヴィクトリア朝における「高級娼婦（pretty horsebreakers)」の表象： Woman Question 

6. ヴィクトリア朝における「高級娼婦（pretty horsebreakers)」の表象： Skittles / Anonyma 

7. ヴィクトリア朝における「高級娼婦（pretty horsebreakers)」の表象： Skittles 以外の娼婦たち 

8. 高級娼婦（courtesans) の系譜： Harriette Wilson (1) 

9. 高級娼婦（courtesans) の系譜： Harriette Wilson (2) 

10. ヴィクトリア朝における「娼婦（common prostitutes)」：Dickens and Urania Cottage 

11. ヴィクトリア朝における「娼婦（common prostitutes)」の表象： Victorian novels (1) 

12. ヴィクトリア朝における「娼婦（common prostitutes)」の表象： Victorian novels (2) 

13. Jack the Ripper and prostitutes 

14. 講義全体のまとめ・学期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

(1) 一方通行の講義に終わらせないために、授業で紹介する書籍や資料に積極的に目を通し、受講者個々人が自分の関心領

域を広げていくこと 

(2) 次回の授業のために指示された予習は必ずおこなうこと 

(3) 授業中に配布したプリントには再度目を通し、疑問点があれば次の授業のリアクション・ペーパーに書いて、未消化の部分を

解消できるようにすること 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクション・ペーパー(30%) 

講義内容の理解と、ほぼ毎回のリアクション・ペーパー提出の前提として、必然的に出席は求められる 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクション・ペーパー30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM336／文学講義 ３６ 

(Lectures on Literature 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 元状(SATO MOTONORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、ヴァージニア・ウルフの系譜学について注目することで、文学テクストの精読の方法論を学んでいくことにあり

ます。また、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解することも目標とします。 

 

The goal of this course is to teach students intensive reading methodology of literary text by studying the literary genealogy of 

Virginia Woolf. This course will also explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, 

and issues faced by the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、モダニズム文学を代表する英国作家ヴァージニア・ウルフの小説を丁寧に読みといていくとともに、彼女のエクリチ

ュールに影響を受けた作家たちの系譜学を描き出していきます。映画作品の上映なども交えながら、モダニズムの大いなる遺産

を検証していきます。なお、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を利

用した双方向的な異文化理解を実践することが求められます。 

 

In this course, students will carefully read novels by the iconic modernist British author Virginia Woolf and delineate the literary 

genealogy of authors influenced by her written works. In addition, students will also view related films in their investigation of 

the significant impact of modernism. Furthermore, students in taking this course are encouraged to use the Rikkyo University 

international exchange lounge, internet SNS and bulletin boards, and other interactive media to put their understanding of 

different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション および、異文化交流の体験的理解についての導入 

2. 映画『めぐりあう時間たち』とヴァージニア・ウルフ(1) 

3. 映画『めぐりあう時間たち』とヴァージニア・ウルフ(2) 

4. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(1) 

5. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(2) 

6. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(3) 

7. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(4) 

8. 小説『私たちを離さないで』とカズオ・イシグロ(1) 

9. 小説『私たちを離さないで』とカズオ・イシグロ(2) 

10. 小説『私たちを離さないで』とカズオ・イシグロ(3) 

11. 小説『私たちを離さないで』とカズオ・イシグロ(4) 

12. 小説『献灯使』と多和田葉子(1) 

13. 小説『献灯使』と多和田葉子(2) 

14. まとめ ヴァージニア・ウルフのアクチュアリティ および、異文化交流の体験的理解についての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ほぼ毎週、小説を数十頁読んできてもらうことになります。 

また、国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解してもらいま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー（批評１）(40%)/リアクションペーパー（批評２）(40%)/リアクションペーパー（批評３）(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ヴァージニア・ウルフ、2007、『ダロウェイ夫人』、集英社文庫 (ISBN:4087605353) 

2. カズオ・イシグロ、2008、『わたしを離さないで』、ハヤカワ epi 文庫 (ISBN:9784151200519) 
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3. 多和田葉子、2017、『献灯使』、講談社文庫 (ISBN:406293728X) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM337／文学講義 ３７ 

(Lectures on Literature 37) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
大串 尚代(OOGUSHI HISAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

植民地時代から 19 世紀にかけてアメリカ文学をジェンダーや人種の視点から概観する。 

 

This course is designed to introduce the literary history of American women writers from the nineteenth-century to the early 

twentieth century.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ホーソーン，エマソン，メルヴィルらなど，男性作家によるアメリカ文学の正典（キャノン）とみなされる作品が出版された 19 世紀

は，同時に女性作家が，売り上げ的には男性作家をしのぐほどに，華々しく活躍した時代でもあった。アメリカの女性史をふまえ

つつ、植民地時代から 19 世紀半ばの第一波フェミニズム運動を経て、19 世紀後半にいたるまでの女性文学の知識を深める。扱

う作家はメアリ・ホワイト・ローランドソン、スザンナ・ローソン、キャサリン・マリア・セジウィック、リディア・マリア・チャイルド、スーザ

ン･ウォーナー、ファニー・ファーン、ハリエット・ビーチャー・ストウ、ルイザ・メイ・オルコット、シャーロット・パーキンス・ギルマンな

ど。 

 

The age of so-called "American Renaissance" witnessed not only the publication of literary masterpieces by male authors such 

as Hawthorne, Emerson or Melville, but also the female best-selling authors such as Maria Cummins, Harriet Beecher Stowe, or 

Susan Warner. However, those female writers are often ignored and neglected in the courses of the historical survey of 

American literature. In this course, we will learn a history of American literature focusing on the female authors most of whom 

were "rediscovered" during 1970s and 80s thanks to the feminist literary scholars.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 背景１：植民地時代（ローランドソン） 

3. 背景２：植民地時代（ハチンソン） 

4. 誘惑小説（ローソン，フォスター） 

5. ユニテリアン論とリベラル・フィクション（ハナ・アダムズ、リー） 

6. インディアン歴史小説（セジウィック，チャイルド） 

7. 感傷小説（ウォーナー，カミンズ） 

8. 所感宣言（フラー，スタントン） 

9. 反奴隷制小説（ストウ，ジェイコブス） 

10. 家庭小説（オルコット） 

11. 幻の女性大統領候補（ウッドハル） 

12. 「新しい女性」に向けて（ギルマン、ショパン、ウォートン） 

13. 西部開拓と女性（ワイルダー） 

14. 授業内筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で適宜参考文献の紹介を行うので、それを参考にされたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内に指定した提出物(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントカード兼出席票 20%) 

 

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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■AM338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM338／文学講義 ３８ 

(Lectures on Literature 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の狙いは、アメリカにおける LGBTQの歴史を概観することである。性の多様性をめぐる諸相と、その文化的な影響力を明

らかにする。また、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解する。 

 

The aim of this course is to help students acquire a general understanding of LGBTQ history in the U.S. By the end of the 

course, students should be able to identify the key aspects of sexual diversity and their cultural ramifications. This course will 

also explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, and issues faced by the 

multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文化において、性的志向やジェンダー・アイデンティティがどのように構築され、表象されてきたのか、その審美的かつ政

治的な意味合いを学ぶ。LGBTQの歴史にかかわる政治的動向に加え、映画、ポピュラー音楽、視覚芸術や文化批評理論にとり

わけ注目する。講義は、基本的に 20 世紀の各年代を時代順にたどり、鍵となる概念や重要人物を扱う。具体的にはたとえば、

（モダニズム以前の）ボストン・マリッジ、ウォルト・ホイットマンの詩、（20 年代の）ベッシ―・スミスのブルース、ジョージア・オキー

フの絵画、（30 年代の）ミッキー・マウスの性的曖昧さ、メイ・ウェストの「キャンプ」、（40 年代の）ゲイ・ポルノグラフィー、陸軍女性

部隊、（50 年代の）マッカーシズム、キンゼイ報告、（60 年代の）リブ運動、ストーンウォールの反乱、（70 年代の）ヴィレッジ・ピー

プルのディスコ音楽、サンフランシスコのハーヴェイ・ミルク、（80年代の）エイズの衝撃、強制的異性愛の概念、（90 年代の）『ラ

イオン・キング』、カルバン・クラインの広告、（2000 年代の）ケイティ・ペリーの「キス・ア・ガール」、『セックス・アンド・ザ・シティ』、

（2010 年代の）同性婚認可、『アナと雪の女王』などを取り上げる。なお、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウ

ンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を利用した双方向的な異文化理解を実践することが求められる。 

 

In this course, students will discover the aesthetic as well as cultural implications of the ways in which sexual orientations and 

gender identities have been constructed and represented in American culture. In addition to political movements pertaining to 

LGBTQ history, special attention will be given to films, popular music, visual arts, and cultural & critical theory. Basically, the 

course will focus on each decade of the twentieth century in chronological order, highlighting essential concepts and important 

individuals such as Boston marriage, Walt Whitman’s poetry (before the age of Modernism), Bessie Smith’s blues songs, Georgia 

O’Keeffe’s paintings (in the 20s), Micky Mouse’s sexual ambiguity, Mae West’s “camp” (in the 30s), gay pornography, Women’s 

Army Corps (in the 40s), McCarthyism,  the Kinsey Report (in the 50s), women’s liberation, the Stonewall riots (in the 60s), 

Village People’s disco music, Harvey Milk in San Francisco (in the 70s), the impact of AIDS, the concept of compulsory 

heterosexuality (in the 80s), Lion King, Calvin Klein ads (in the 90s), Katy Perry’s “I Kissed a Girl,” Sex and the City (in the 

2000s), the same-sex marriage, Frozen (in the 2010s). Students in taking this course are also encouraged to use the Rikkyo 

University international exchange lounge, internet SNS and bulletin boards, and other interactive media to put their 

understanding of different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 異文化交流の体験的理解についての導入 

2. LGBTQの歴史――1920 年代 

3. LGBTQの歴史――1930 年代 

4. LGBTQの歴史――1940 年代 

5. LGBTQの歴史――1950 年代 

6. LGBTQの歴史――1960 年代 

7. LGBTQの歴史――1970 年代 

8. 中間テスト 

9. LGBTQの歴史――1980 年代 
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10. LGBTQの歴史――1990 年代 

11. LGBTQの歴史――2000 年代 

12. LGBTQの歴史――2010 年代 

13. 異文化交流の体験的理解についての総括 

14. 授業内試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・授業中に指示する楽曲や映像作品については、各自動画サイトやレンタル DVD で視聴すること。 

・国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(40%)/中間テスト(20%)/授業内レポート(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (中間テスト 20%レスポンス・ペーパー,20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎週、授業プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM339／文学講義 ３９ 

(Lectures on Literature 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 暁子(NAITO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「南海の英国」から「太平洋国家」へと変貌と遂げたニュージーランド社会の成り立ちや、先住民マオリの文化を基層とするその国

民文化の深層を学び、「英語圏文化」の多様性に対する理解を深めます。 

 

To develop an understanding of the diversity of “English Culture” by learning about the society of New Zealand, which has 

historically changed from “Britain of the South” to “a Pacific country,” and the deeper layers of the country’s culture based on 

that of the indigenous Maori people. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語研修地先として人気が高いニュージーランドですが、この国には英語以外にもう２つの公用語があります。それは先住民マ

オリの言語、つまりマオリ語と手話です。これは、まさに現代ニュージーランド社会の社会正義に対する意識の高さを示すともい

えますが、ある種のエクスキューズにもなっています。本授業では、こうしたニュージーランド社会や文化の成り立ちや諸相を明ら

かにしていきます。なお、本講義の履修生は「文学講座 40 英語圏文化 2」とあわせて履修することが望ましいです。  

 

This course introduces various aspects of the society and the culture of New Zealand with their history. While New Zealand is a 

popular destination for English training programs, it has two more official languages: Maori language, spoken by the indigenous 

Maori people, and NZ sign language. This point shows the awareness of the society toward social justice, but it also can be a 

vindication. Topics such as this are considered throughout the course. It is recommended that students taking this course also 

plan on registering for Lectures on Literature 40 English Culture 2.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ニュージーランドの国旗は？ 

2. 「白く長い雲のたなびく地」とポリネシア系先住民マオリ 

3. マオリの伝統的な社会・文化概説 

4. キャプテン・クックの登場 

5. ニュージーランドの誕生とワイタンギ条約 

6. 先住民マオリの抵抗運動その 1 マオリとキリスト教、千年王国運動 

7. 先住民マオリの抵抗運動その 2 土地戦争、マオリ王 

8. ヨーロッパ系住民の社会 

9. 先住民族政策の変遷 

10. ワイタンギ審判所 

11. マオリ先住権復活運動 

12. マオリ文化復興運動 

13. 先住民社会と多文化主義／二文化主義 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では関連する時事問題等について意見を述べてもらうので、普段からアンテナを高くするとともに、予習復習を怠らないよ

うにしましょう。 

配付資料や指示した参考文献等を熟読し、興味のあるテーマについては自分の頭で考え、自分の目で見、自分の足で調べる心

構えをもって授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/発言や出席票を兼ねた小テスト、コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。関連資料を配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 青柳まちこ編、2008 年、『ニュージーランドを知るための 63 章』、明石書店 (ISBN:9784750328263) 

2. 前川啓治・棚橋訓編、2005 年、『講座世界の先住民族 09 オセアニア』、明石書店 (ISBN:4750321877) 

3. キース・シンクレア、1982 年、『ニュージーランド史』、評論社 (ISBN:4566056015) 

他の参考書は随時、提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1179 - 

■AM340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM340／文学講義 ４０ 

(Lectures on Literature 40) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 暁子(NAITO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グロ—バル化が進むニュージーランド社会に関し、先住民マオリ社会(文化)を軸として、ジェンダー、環境、スポーツ、社会正義と

いった側面から考察し、その多様な様相に迫ります。そして、「英語圏文化」の歴史と現状に対する理解を深めます。 

 

To gain insight into the diverse aspects of New Zealand's globalizing society, e.g. gender, environment, sport, social justice, with 

the indigenous Maori society and culture as a pivotal viewpoint, and become familiar with historical and contemporary situations 

of “English Culture.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

マジョリティ社会、移民社会、先住民社会というそれぞれの視点から、グローバル化が進むニュージーランド社会を多角的にとら

えます。具体的には、文化のイメージ、映画、ジェンダー、環境、スポーツ（ラグビーなど）、レイシズム、非核政策などを通してニュ

ージーランド国民文化の成り立ちを明らかにします。本講義の履修生は「文学講座 39 英語圏文化 1」とあわせて履修することが

望ましいです。  

 

This course presents viewpoints of the society of mainstream people, immigrants, and indigenous people to see New Zealand's 

globalizing society from various angles. Issues related to cultural image, movie, gender, environment, sport (e.g. rugby), racism, 

and nuclear free policy are mainly discussed. It is recommended that students taking this course also plan on registering for 

Lectures on Literature 39 English Culture 1. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバリゼーションとニュージーランド社会 

3. ニュージーランド観光とマオリ 

4. ニュージーランドと映画産業 

5. 映画からみる先住民マオリ Once were warriors 

6. 映画からみる先住民マオリ Whale rider 

7. 映画からみる NZ社会とジェンダー 

8. ニュージーランド社会とラグビー ハカ 

9. ニュージーランド社会とラグビー 社会正義 

10. ニュージーランドと非核政策 

11. ニュージーランドと環境問題 

12. ニュージーランドと環境問題 先住民族の立場から 

13. ニュージーランド国民文化と先住民マオリ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では関連する時事問題等について意見を述べてもらうので、普段からアンテナを高くするとともに、予習復習を怠らないよ

うにしましょう。 

配付資料や指示した参考文献等を熟読し、興味のあるテーマについては自分の頭で考え、自分の目で見、自分の足で調べる心

構えをもって授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/発言や出席票を兼ねた小テスト、コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。関連資料を配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 青柳まちこ編、2008 年、『ニュージーランドを知るための 63 章』、明石書店 (ISBN:9784750328263) 

2. 前川啓治・棚橋訓編、2005 年、『講座世界の先住民族 09 オセアニア』、明石書店 (ISBN:4750321877) 

3. 河合利光編、2002 年、『オセアニアの現在』、人文書院 (ISBN:4409530267) 

4. ニュージーランド学会編、2019 年、『ニュージーランド TODAY』、春風社 (ISBN:9784861106446) 

他の参考書は随時、提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM341／文学講義 ４１ 

(Lectures on Literature 41) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化的事象を考察するときの観点が見る者の立場（クラス・ジェンダー・エスニシティーに関する問題意識）によって変化すること

を学び、文化理解に対する視野を広めると同時に文化的相違についての理解を深める。 

 

Cultivation of cultural understanding (with wider perspectives on issues of class, gender, and ethnicity), and enhancement of 

deeper understanding of cultural differences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジョン・バージャーの美術批評 Ways of Seeing が収録するエッセイ 4 編の原文の精読を通して、芸術作品の持つ意味や芸術作

品を所有することの意味を、時代的・文化的背景の中で考察する。 

 

Through close reading of four essays from John Berger’s Ways of Seeing,  students are encouraged to study multi-layered 

meanings of artworks and of art-ownership in historical and cultural contexts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 著者について  

テキストの概要と授業の進め方について（発表担当回の割り振り） 

2. テーマ１：見ることと知ること 

フランス・ハルス「アルムズ慈善院の理事たち」等（pp.7—16） 

3. テーマ１：見ることと知ること 

レオナルド・ダ・ヴィンチ「岩窟の聖母」等（pp.16—24）  

4. テーマ１：見ることと知ること 

ピーテル・ブリューゲル「ゴルゴタの丘への行進」等（pp.24—34）  

・関連映像視聴 

5. テーマ２：絵画の中の女性たち 

クラナッハ「パリスの審判」等（pp.45—54） 

6. テーマ２：絵画の中の女性たち 

レンブラント「ダナエ」等（pp.54—64） 

・関連映像視聴 

7. 前半のまとめ／中間テスト 

8. テーマ３：油彩画が表した所有権 

「パストン・トレジャーズ」等（pp.83—88） 

9. テーマ３：油彩画が表した所有権 

ホルバイン「大使たち」等（pp.88—97） 

10. テーマ３：油彩画が表した所有権 

ロムニー「ボーモント一家」等（pp.97—104） 

11. テーマ３：油彩画が表した所有権 

レンブラント「自画像」等（pp.104—112） 

・関連映像視聴 

12. テーマ４：現代消費者社会の広告に引き継がれた油彩画の表現 

マネ「草上の昼食」等（pp.129—144） 

13. テーマ４：現代消費者社会の広告に引き継がれた油彩画の表現 

マグリット「自由の戸口で」等（pp.144—155） 

・関連映像視聴 

14. 後半のまとめ 
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最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（Reading Assignments)を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard上で案内する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Berger. 1977. Ways of Seeing. Penguin (ISBN:0140135154) 

テキストの準備については初回授業で説明します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Katja Lang with Emmanouil Kalkanis. 2017. An Analysis of John Berger's Ways of Seeing. Routledge (ISBN:9781912284641) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2～6、8～13 の各回は、履修者による発表を行う。担当回の発表箇所についてレジュメを用意し、次のことを発表すること： 

・担当回の本文全体の要約 

・本文中の引用作品の補足説明 

・内容に関して疑問に思ったことや共感したこと 

 

注意事項（Notice） 
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■AM342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM342／文学講義 ４２ 

(Lectures on Literature 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目では、比較文化の考察に不可欠な問いの立て方について理解を深めることを目標とする。 

 

Any research in comparative culture requires appropriate research questions. Understanding of how to prepare such questions 

is the goal of this class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジョン・バージャーの The Shape of a Pocket 収録のエッセイを原書で精読し、著者の芸術作品の捉え方や今日の世界のあり方
への批判から学ぶ。各エッセイが取り上げる芸術作品についても考察する。 

 

Through close reading of essays in John Berger’s The Shape of a Pocket, students are to learn the author’s critical views on 

artworks, and on what is happening to the world today.  The artworks reviewed in each essay are also in the scope of research 

in the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキストの概要説明 

発表担当回の割り振り 

エッセイ“Opening a Gate” (pp.3—6) 

2. 絵画が表現しうるもの 

“Steps Towards a Small Theory of the Visible (for Yves)” (pp.9—22) 

3. フェルメール「デルフトの眺望」ほか／ショーヴェ洞窟の壁画 

“Studio Talk (for Miquel Broceló)” (pp.25—32) 

“The Chauvet Cave” (pp.33—42) 

4. ヴィヤ・セルミンス／ミイラ棺の肖像画 

“Penelope” (pp.43—48”) 

“The Fayum Portraits” (pp.51—60) 

5. ドガ／ゴッホ 

“Degas” (pp.61—68) 

“Vincent” (pp.85—92) 

6. ミケランジェロ／レンブラント 

“Michelangelo” (pp.95—101) 

“Rembrandt and the Body” (pp.103—111) 

7. ブランクーシ／授業前半の補足 

“Brancusi” (pp.121—127) 

8. 前半のまとめ 

中間テスト 

9. レイモンド・メイスン 

“Pull the Other Leg, It’s Got Bells On It” (pp.147—154) 

10. フリーダ・カーロほか 

“Frida Kahlo” (pp.155—164) 

“A Bed (for Christoph Hänsli)” (pp.165—168) 

11. テオドール・ジェリコー 

“A Man with Tousled Hair” (pp.171—180) 
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12. ミケル・バルセロ 

“Brushes Standing Up in Jars” (pp.199—204) 

13. ヒエロニムス・ボス、フアン・ヘルマン／授業後半の補足 

“Against the Great Defeat of the World” (pp.207—215) 

14. 後半のまとめ 

最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（テキストに目を通し、不明な語句の意味を調べておく）を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Berger. 2002. The Shape of a Pocket. Bloomsbury Publishing Plc (ISBN:9780747558101) 

テキストは初回授業時から使用しますのでご用意ください。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2～7、9～13 の各回は、履修者による発表を行う。担当回の担当箇所についてレジュメを用意し、次のことを発表すること。 

・担当箇所の要約 

・印象に残った考え方や気になった表現 

・文中で言及のある固有名詞（人名・作品・地名）の補足説明 

・内容に関して疑問に思ったこと 

 

注意事項（Notice） 
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■AM781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ａ 

(Introductive Seminars in German Studies C1a) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

3. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門 16 世紀から現代まで』、昭和堂 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ｂ 

(Introductive Seminars in German Studies C1b) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

3. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門 16 世紀から現代まで』、昭和堂 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ｃ 

(Introductive Seminars in German Studies C1c) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

3. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門 16 世紀から現代まで』、昭和堂 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ａ 

(Introductive Seminars in German Studies C2a) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」や秋学期の「ドイツ語圏文化概論 2」などで学んだこと，

授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であるこ

とを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

3. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ｂ 

(Introductive Seminars in German Studies C2b) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」や秋学期の「ドイツ語圏文化概論 2」などで学んだこと，

授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であるこ

とを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 



 - 1208 - 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

3. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ｃ 

(Introductive Seminars in German Studies C2c) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」や秋学期の「ドイツ語圏文化概論 2」などで学んだこと，

授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であるこ

とを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

3. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars in German 1a) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars in German 1b) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars in German 1c) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars in German 2a) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars in German 2b) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars in German 2c) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ａ 

(Preliminary Seminars in German 3a) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 
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25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 

12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ｂ 

(Preliminary Seminars in German 3b) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 
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25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 

12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ｃ 

(Preliminary Seminars in German 3c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 
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25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 

12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ａ 

(Preliminary Seminars in German 4a) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。ドイツ語戯曲をグループでプレイすることでコミュニケーションをしてみよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. The play of a german drama will simulate the real 

communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（1２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ｂ 

(Preliminary Seminars in German 4b) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。ドイツ語戯曲をグループでプレイすることでコミュニケーションをしてみよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. The play of a german drama will simulate the real 

communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（1２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 1232 - 

授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ｃ 

(Preliminary Seminars in German 4c) 

担当者名 

（Instructor） 
井口 三奈子(IGUCHI MINAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。ドイツ語戯曲をグループでプレイすることでコミュニケーションをしてみよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. The play of a german drama will simulate the real 

communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（1２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ａ 

(Preliminary Seminars in German 5a) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht 

das Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 
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13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 

08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ｂ 

(Preliminary Seminars in German 5b) 

担当者名 

（Instructor） 
野端 聡美(NOBATA SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht 

das Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 
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13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 

08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ｃ 

(Preliminary Seminars in German 5c) 

担当者名 

（Instructor） 
高田 梓(TAKATA AZUSA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht 

das Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 
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13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 

08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ａ 

(Introductory German 1a) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ｂ 

(Introductory German 1b) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ



 - 1244 - 

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ｃ 

(Introductory German 1c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ａ 

(Introductory German 2a) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ｂ 

(Introductory German 2b) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ｃ 

(Introductory German 2c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ａ 

(Introductory German 3a) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 大介(BABA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ｂ 

(Introductory German 3b) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1257 - 

■AN089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ｃ 

(Introductory German 3c) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 裕子(MIYAZAKI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ａ 

(Introductory German 4a) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 大介(BABA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ｂ 

(Introductory German 4b) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ｃ 

(Introductory German 4c) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 裕子(MIYAZAKI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ３ 

(Seminars C3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「演習Ｃ３（身体文化・表象文化）」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Germanistik（広義の「ドイツ研究」）という枠組みの中で、自らの問題意識に基づきながら研究テーマを選択し、問いを立て、最終

的には卒業論文作成に向けて、資料収集と調査方法、資料の批判的読解、論文執筆、口頭発表の仕方などを実践的に学んで

ゆく。 

 

Students will use Germanistik framework (in a broad sense “German studies”) and select research topics based on their 

awareness of issues. Students will clarify their questions and work towards their graduation thesis. To do that, they will learn 

how to collect data, research, read documents critically, author thesis, and present orally, by actually doing these tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 C3（都市文化）・C4（表象文化）ともに「近代とは何か」という大きな問いのもと、受講者各自が選択した研究テーマあるいは共通

テーマについて個別発表あるいはグループ発表を行い、参加者全員で討論する。研究テーマの選択や問いの立て方についても

担当教員が適宜アドバイスをする。また知的なアウトプット（論文作成、口頭発表）をするには、手本となる論文を読んだり、他者

の良い発表を聴いたりするインプット作業が欠かせない。 

 なお担当教員の関心領域は、近現代ドイツ語圏の文学と思想・芸術・文化（特に大都市の文学・文化、ドイツ青年運動・ワンダー

フォーゲル、青少年文学、ハプスブルク文化、東欧の文学、世紀末ウィーン、ヴァイマル文化、群集論・大衆論の系譜、メディア

論、ホロコースト文学・戦争文学、ナチズムと過去の克服、移民文学など）であり、C3・C4（都市文化・表象文化）ともに 19 世紀か

ら 20 世紀にかけての時代に比重を置いているが、受講者の研究テーマは必ずしもそれに縛られる必要はない。  

 

Students will present their research topics and all attendees will discuss these topics. Professors in charge will advise students 

on how to select their research topics and clarify their questions. Producing intellectual outputs (write thesis and present 

orally) requires inputs, including reading sample thesis and listening to other good presentations. Students are scheduled to both 

make presentations and read literatures (Japanese and German). Professors in charge specialize in 20th century literatures and 

thoughts in German speaking area (notably public and crowd theory, media theory, Holocaust literature, etc.) However, students 

are not limited to these subjects when choosing their research topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとゼミ運営について 

2. 導入講義＋資料読解（1） 

3. 発表と議論＋資料読解（2） 

4. 発表と議論＋資料読解（3） 

5. 発表と議論＋資料読解（4） 

6. 発表と議論＋資料読解（5） 

7. 発表と議論＋資料読解（6） 

8. 発表と議論＋資料読解（7） 

9. 発表と議論＋資料読解（8） 

10. 発表と議論＋資料読解（9） 

11. 発表と議論＋資料読解（10） 

12. 発表と議論＋資料読解（11） 

13. 発表と議論＋資料読解（12） 

14. 発表と議論＋資料読解（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表および論文作成の準備には相応の時間が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/口頭発表(30%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 
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テキスト（Textbooks） 

補助プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮田・畠山・濱中編著、2015、『ドイツ文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ４ 

(Seminars C4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「演習Ｃ４（身体文化・表象文化）」 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Germanistik（広義の「ドイツ研究」）という枠組みの中で、自らの問題意識に基づきながら研究テーマを選択し、問いを立て、最終

的には卒業論文作成に向けて、資料収集と調査方法、資料の批判的読解、論文執筆、口頭発表の仕方などを実践的に学んで

ゆく。 

 

Students will use Germanistik framework (in a broad sense “German studies”) and select research topics based on their 

awareness of issues. Students will clarify their questions and work towards their graduation thesis. To do that, they will learn 

how to collect data, research, read documents critically, author thesis, and present orally, by actually doing these tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 C3（都市文化）・C4（表象文化）ともに「近代とは何か」という大きな問いのもと、「演習 C3（春学期）」に続き、受講者各自が選択

した研究テーマあるいは共通テーマについて個別発表あるいはグループ発表を行い、参加者全員で討論する。研究テーマの選

択や問いの立て方についても担当教員が適宜アドバイスをする。また知的なアウトプット（論文作成、口頭発表）をするには、手本

となる論文を読んだり、他者の良い発表を聴いたりするインプット作業が欠かせない。 

 なお担当教員の関心領域は、近現代ドイツ語圏の文学と思想・芸術・文化（特に大都市の文学・文化、ドイツ青年運動・ワンダー

フォーゲル、青少年文学、ハプスブルク文化、東欧の文学、世紀末ウィーン、ヴァイマル文化、群集論・大衆論の系譜、メディア

論、ホロコースト文学・戦争文学、ナチズムと過去の克服、移民文学など）であり、C3・C4（都市文化・表象文化）ともに 19 世紀か

ら 20 世紀にかけての時代に比重を置いているが、受講者の研究テーマは必ずしもそれに縛られる必要はない。  

 

Students will present their research topics and all attendees will discuss these topics. Professors in charge will advise students 

on how to select their research topics and clarify their questions. Producing intellectual outputs (write thesis and present 

orally) requires inputs, including reading sample thesis and listening to other good presentations. Students are scheduled to both 

make presentations and read literatures (Japanese and German). Professors in charge specialize in 20th century literatures and 

thoughts in German speaking area (notably public and crowd theory, media theory, Holocaust literature, etc.) However, students 

are not limited to these subjects when choosing their research topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとゼミ運営について 

2. 発表と議論＋資料読解（1） 

3. 発表と議論＋資料読解（2） 

4. 発表と議論＋資料読解（3） 

5. 発表と議論＋資料読解（4） 

6. 発表と議論＋資料読解（5） 

7. 発表と議論＋資料読解（6） 

8. 発表と議論＋資料読解（7） 

9. 発表と議論＋資料読解（8） 

10. 発表と議論＋資料読解（9） 

11. 発表と議論＋資料読解（10） 

12. 発表と議論＋資料読解（11） 

13. 発表と議論＋資料読解（12） 

14. 発表と議論＋資料読解（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表および論文作成の準備には相応の時間が必要となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/口頭発表(30%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

補助プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮田・畠山・濱中編著、2015、『ドイツ文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 

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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■AN105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ５ 

(Seminars C5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成を大前提とし、ドイツ語圏を対象とする文化研究の分野で、独力でテーマを発見し、調査・研究し、その成果を論

文としてまとめあげるための方法を実践的に学ぶ。 

 

Students will have to create their graduation thesis. To do that, they will learn and practice discovering subjects among cultural 

researches targeting German speaking areas, investigating and researching them, and organizing their results in thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期の共通テーマは「事実」とし、ある対象に関するイメージの生成を「事実」という視点から歴史的かつ批判的に捉えることを

目指す。ドイツ語圏文化（あるいはそれと関連する日本ないし他地域の文化）におけるメディアとその歴史を踏まえ、受講者各自

の研究テーマについて調査・研究して口頭発表し、全員で討議する。また担当者を決めて討議内容のプロトコルを作成する。さら

に口頭発表を踏まえ、ゼミ論文を作成する。口頭発表は原則として毎回 3 名。 

 

The common subject in this semester is “reality”. Students will search for “reality”, i.e. formation of opinions about certain 

subjects, from historical and critical perspectives. Students will consider medias and histories found in German speaking areas’ 

cultures (or related cultures in other regions in Japan). Based on these, students will investigate and research their individual 

research topic. They will present their topics orally and all member will discuss these topics. In addition, a member in charge will 

be selected to create protocols of the discussion details. Students will also create seminar thesis by using these oral 

presentations. In general, there will be 3 students presenting orally each time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意・ガイダンスと導入講義（１） 

2. 導入講義（２） 

3. 導入講義（３）＋学生発表と討議（１） 

4. 学生研究発表と討議（２） 

5. 学生研究発表と討議（３） 

6. 学生研究発表と討議（４） 

7. 学生研究発表と討議（５） 

8. 学生研究発表と討議（６） 

9. 学生研究発表と討議（７） 

10. 学生研究発表と討議（８） 

11. 学生研究発表と討議（９） 

12. 学生研究発表と討議（10） 

13. 学生研究発表と討議（11） 

14. 学生研究発表と討議（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

口頭発表は指定された期日までに概要を提出し指導を受け、教員によって指定された資料の蒐集と研究を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プロトコル・出席および授業への積極的参加(30%)/口頭発表(25%)/課題（3 回）(15%) 

正当な理由なく欠席が 3 回に達した場合、また口頭発表を正当な理由なく欠席した場合、その時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤卓己、1998、『現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000260152) 

上記テキストはすでに春休みの課題として読んでいることを前提とする。また、1 年次に入門演習で使用した若尾祐二・井上茂子

『近代ドイツの歴史―18 世紀から現代まで』（ミネルヴァ書房）も教科書となる。 
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参考文献（Readings） 

1. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (ISBN:978-4-88303-344-7) 

必要に応じて個別にあるいは授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハンドアウトや論文の提出、連絡は Blackboard によって行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ６ 

(Seminars C6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユダヤ文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成を大前提とし、ドイツ語圏を対象とする文化研究の分野で、独力でテーマを発見し、調査・研究し、その成果を論

文としてまとめあげるための方法を実践的に学ぶ。 

 

Students will have to create their graduation thesis. To do that, they will learn and practice discovering subjects among cultural 

researches targeting German speaking areas, investigating and researching them, and organizing their results in thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期のテーマは「他者」とし、ある社会集団に関するイメージの生成を歴史的かつ批判的に捉えることを目指す。ドイツ語圏文

化（あるいはそれと関連する日本ないし他地域の文化）におけるメディアとその歴史を踏まえ、受講者各自の研究テーマについて

調査・研究して口頭発表し、全員で討議する。また担当者を決めて討議内容のプロトコルを作成する。さらに口頭発表を踏まえ、

ゼミ論文を作成する。口頭発表は原則として毎回 3 名。 

 

The common subject in this semester is “others”. Students will search for “others”, i.e. formation of opinions about certain 

social groups, from historical and critical perspectives. Students will consider medias and histories found in German speaking 

areas’ cultures (or related cultures in other regions in Japan). Based on these, students will investigate and research their 

individual research topic. They will present their topics orally and all member will discuss these topics. In addition, a member in 

charge will be selected to create protocols of the discussion details. Students will also create seminar thesis by using these oral 

presentations. In general, there will be 3 students presenting orally each time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意・ガイダンスと導入講義（１） 

2. 導入講義（２） 

3. 学生研究発表（１） 

4. 学生研究発表（2） 

5. 学生研究発表（3） 

6. 学生研究発表（4） 

7. 学生研究発表（5） 

8. 学生研究発表（6） 

9. 学生研究発表（7） 

10. 学生研究発表（8） 

11. 学生研究発表（9） 

12. 学生研究発表（10） 

13. 学生研究発表（11） 

14. 学生研究発表（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

口頭発表は指定された期日までに概要を提出し指導を受け、教員によって指定された資料の蒐集と研究を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プロトコル・出席および授業への積極的参加(30%)/口頭発表(25%)/課題（3 回）(15%) 

正当な理由なく欠席が 3 回に達した場合、また口頭発表を正当な理由なく欠席した場合、その時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沼野允義、2009、『ユダヤ学のすべて（新装版）』、新書館 (ISBN:978-4403251009) 

上記に加えて、1 年次に入門演習で使用した若尾祐二・井上茂子『近代ドイツの歴史―18 世紀から現代まで』（ミネルヴァ書房）
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および春学期に使用した教科書も引き続き使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて個別にあるいは授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハンドアウトや論文の提出、連絡は Blackboard によって行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ７ 

(Seminars C7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

秋学期以降の授業および卒業論文執筆で必要になるドイツ語論文読解力を養成する。 

 

Students will cultivate their ability to read thesis in German required for lessons and thesis writing after fall semester begins. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回 1 ないし 2 本，ドイツ語のテキストを和訳・提出し，授業ではその解説を行うと同時に，テキストの音読も訓練する。 

必要に応じて随時追加の課題も課される。また休暇中も課題は継続して行う。 

 

Each time, students will translate one or two text from German into Japanese and submit the translation. During lesson, 

students will receive explanations and practice reading these texts out loud. 

If necessary, additional assignments will be given. Assignments will continue into holiday. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト１ 

2. テキスト２ 

3. テキスト３ 

4. テキスト４ 

5. テキスト５ 

6. テキスト６ 

7. テキスト７ 

8. テキスト８ 

9. テキスト９ 

10. テキスト１０ 

11. テキスト１１ 

12. テキスト１２ 

13. テキスト１３ 

14. テキスト１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週授業時に課題を提出。返却された課題の復習，テキストの音読練習をして授業に臨む。 

休暇中にも課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の課題(100%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1 年次ドイツ語入門教科書とドイツ文法総まとめを持参 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ８ 

(Seminars C8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『ドイツ記憶の場』を通して歴史的アイテムの評価が歴史を通じてどのように変化してきたかを探求する。それと並行して、テキス

トの読解課題、口頭練習も毎回行う。 

 

Through "Sites of Memory in Germany", students will look for changes in valuation of historical items with passage of time. Skil 

up of reading ability will be continued like spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式で行う。『ドイツ記憶の場』収録の論文の担当箇所を発表する。また同時に毎週の課題を提出する。 

 

Seminar format will be used. Students will be assigned specific parts of thesis found in "Sites of Memory in Germany". At the 

same time, students will submit their weekly assignments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 『ドイツ記憶の場』テーマ１a 

3. 『ドイツ記憶の場』テーマ１b 

4. 『ドイツ記憶の場』テーマ１c 

5. 『ドイツ記憶の場』テーマ１d 

6. 『ドイツ記憶の場』テーマ２a 

7. 『ドイツ記憶の場』テーマ２b 

8. 『ドイツ記憶の場』テーマ２c 

9. 『ドイツ記憶の場』テーマ２d 

10. 『ドイツ記憶の場』テーマ３a 

11. 『ドイツ記憶の場』テーマ３b 

12. 『ドイツ記憶の場』テーマ３c 

13. 『ドイツ記憶の場』テーマ３d 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題を毎週提出する。 

休暇中も課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/課題(40%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習 C7 で配布・分担 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ９ 

(Seminars C9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの子どもの本の歴史と特性を学び、各自の研究テーマを見つける。 

 

Study the history and characterstics of german children books. Find own study subject. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツの子どもの本の歴史を概観し、その特性を学ぶ。教員の導入授業の後、前半はテーマごとにドイツの子どもの本の原文テ

キストを訳読し、教員が解説。後半は、教員の指示するテーマと原文テキストについて、グループ発表を行う。各自、最終レポート

にまとめる。 

 

Survey the history of german children books and study its characteristcs. After the introduction by the lecturer, in the first half 

students resd and translate the german books into japanese and the lcturer comment on them. In the latter half students must 

give presentations in groups on the subject the lecuturer give them. Finally write a paper on the subject. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

子どもの本のはじまり～18 世紀 

2. 19 世紀：ロマン派～写実主義と子どもの本 

3. 20 世紀：ケストナー、プロイスラー、エンデなど 

4. 反権威主義的児童文学、戦争児童文学、少女小説 

5. グループ発表１ 

6. グループ発表２ 

7. グループ発表３ 

8. グループ発表４ 

9. グループ発表５ 

10. グループ発表６ 

11. グループ発表７ 

12. グループ発表８ 

13. グループ発表９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『ドイツの子どもの本－大人の本とのつながり』を読み、レポート 5000 字にまとめ、初回授業時に提出(2、3 年生） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(15%)/初回提出レポート(15%)/授業への出席・参加(40%)/発表(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野村泫、2009、『ドイツの子どもの本ー大人の本とのつながり（増補新版）』、白水社 (ISBN:978-4-560-08037-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. ベッティーナ・ヒューリマン、2003、『ヨーロッパの子どもの本 300 年の歩み（上）』、筑摩書房 (ISBN:4-480-08751-6) 

2. ベッティーナ・ヒューリマン、2003、『ヨーロッパの子どもの本 300 年の歩み（下）』、筑摩書房 (ISBN:4-480-08752-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１０ 

(Seminars C10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの子どもの本について、一人ひとりが自分のテーマを決定し、研究、発表する。最終レポートにまとめる。 

 

Fix own study subject, study, give a presentation and write a paper about it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツの子どもの本について、一人ひとりが自分のテーマを決め、研究し、発表する。一次文献はドイツ語で読むことが前提であ

り、自分で日本語訳をする。司会、プロトコルも全員が担当する。活発な質疑応答により、発表内容の問題点を洗いだそう。発表

後も研究を継続し、最終レポートにまとめる。 

 

Fix own study subect in the field of german children boos, study and give presentations. The first literatur  must be read in 

german, translate into japanese by oneself. After the presentation study must be continued. Finally complete own study in a 

paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個人発表：１～３ 

3. 個人発表：４～６ 

4. 個人発表：７～10 

5. 個人発表：11～14 

6. 個人発表：15～18 

7. 個人発表：19～22 

8. 個人発表：23～26 

9. 個人発表：27～30 

10. 個人発表：31～34 

11. 個人発表：35～37 

12. 個人発表：38～40 

13. 個人発表：41～43 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

夏季休業中に、自分のテーマを決定し準備を進めておくこと。必要な文献を探したり、入手しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への出席・参加（プロトコル）(40%)/発表(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１１ 

(Seminars C11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
桂 元嗣(KATSURA MOTOTSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化とは何かを考え、体験し、自らを形成するために意識化する。ヨーロッパの中のドイツ文化を歴史的に位置づける、あるい

は、アジアの中の日本文化と比較し考察する。そのための文献資料の調べ方、フィールドワークの方法、論の立て方を学ぶ。 

 

Students will reflect upon the substance of cultures, experience them, and bring to their awareness the formation of 

themselves. Students will determine position of European German cultures in historical context or compare them to Japanese 

cultures in Asia. To do that, students will learn how to research literature documents, conduct field works, and construct 

theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は自分が自由に選ぶテーマに基づいて研究発表を行ってよいが、最終的に卒業論文を書く、という前提で勉強を進めること

が求められる。そのためにゼミでは以下のようなプロセスを経る。2 年次：春期・秋期ともに、自分の関心に基づき自由にテーマを

選び、主に日本語文献に基づいた考察を発表する。3 年次：自分のテーマに即したドイツ語文献を選び、その文献から引用・和訳

しながら考察を発表する。4 年次：ドイツ語文献から適宜引用・和訳しつつ、卒論の一部となる章・節を発表する。文学、文化、思

想研究とはテクストと事物を証拠とする実証的精神を養うことであり、証拠を求めて精神的にも物理的にも実際に体を動かしてい

くこと、つまり旅にも似た作業が必要になる。参加者には、折に触れて、博物館なり劇場なり、また神社仏閣へと足を運んでもらう

ことになるだろう。 

 

Even though students are free to choose their research and presentation subjects, eventually they will have to write their 

graduation thesis. Students will advance their studies while bearing in mind of their thesis. Because of that, the seminar will be 

organized in the following processes. Year 2: In spring and autumn semesters, students will choose subjects they are interested 

in. They will present their observations and findings based on literatures written in Japanese language. Year 3: Students will 

select literatures in German language suitable for their chosen subjects. Students will quote and translate these literatures into 

Japanese before presenting their observations and findings. Year 4: Whenever necessary, students will continue adapting, 

quoting, and translating literatures from German to Japanese. They will present parts of the chapters and paragraphs from their 

graduation thesis. Researching literatures, cultures, and thoughts requires students to cultivate their mentalities to verify and 

provide evidences based on texts and items. Searching for evidences requires movements, mentally and physically, thus making 

it similar to travelling. Occasionally students may travel to museums, operas, shrines, or temples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生発表（１） 

2. 学生発表（２） 

3. 学生発表（３） 

4. 学生発表（４） 

5. 学生発表（５） 

6. 学生発表（６） 

7. 学生発表（７） 

8. 学生発表（８） 

9. 学生発表（９） 

10. 学生発表（１０） 

11. 学生発表（１１） 

12. 学生発表（１２） 

13. 学生発表（１３） 

14. 学生発表（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

卒論作成に向けて自ら勉強を進めること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(40%)/発表(30%)/最終課題(30%) 

無断で授業を欠席した場合、3 回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

参加者各々に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１２ 

(Seminars C12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自然史・博物学 Naturgeschichte」の東西 

 

The seminar focuses on the Natural History in comparative  methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「自然史・博物学」とは、ヨーロッパでも日本でも、とりわけ 17 世紀から 18 世紀にかけて流行した、一種の百科全書的な知であ

る。範囲は、宇宙の創造にはじまり、地球の歴史（地質学）、宗教とその歴史、地理学、植物・園芸（本草学）、動物・昆虫、これら

を描写する絵画、詩・文学、音楽、医学、物理学、気象学と、結局は人間の関心の赴く対象全てである。なぜそれを「自然史・博物

学」と呼ぶのかと問えば、そこには全体を見渡そうとする眼差しがあるためであり、これは、今日のネットワーク的な知と似た部分

がある（、さらにまた、違う点は何かを発見するのがもうひとつのテーマとなる）。知の全域を対象とするので、参加者は自分なり

の関心にもとづいて、かならず接点を見出すことができる。 

 

To restructure the Natural  History in Japan and Europe in 18th century and to compare thoughts and methods between both 

cultures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：趣旨説明 

2. 学生による発表 

3. 学生による発表 

4. 学生による発表 

5. 学生による発表 

6. 学生による発表 

7. 中間検討会 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 

11. 学生による発表 

12. 学生による発表 

13. 総合検討会 

14. フィールドワーク 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ヨーロッパ、あるいは日本の博物学（誌）に関して、個別のテーマ・項目に着目し、各人がレポートを作成し発表する。文献の利用

方法は、Ｃ11 と同じで、2 年生は日本語文献のみで良く、3 年生以上はドイツ語など外国語文献からの引用による考察を含めた

発表を行う。発表者の間でテーマは重なっても良いが、先行発表者の内容を必ず踏まえた、一種のリレー方式をとる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西村三郎、1999、『文明のなかの博物学』、紀伊國屋書店 

2. ジョスリン・ゴドウィン、1986、『キルヒャーの世界図鑑』、工作舎 

3. ビュフォン、1991、『ビュフォンの博物誌』、工作舎 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ａ 

(Seminars in German  1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称，過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1286 - 

■AN202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ｂ 

(Seminars in German  1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称，過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習２Ａ 

(Seminars in German  2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 



 - 1289 - 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習２Ｂ 

(Seminars in German  2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習３Ａ 

(Seminars in German  3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 2 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「外出と出会い」「田舎と都市」「文化を体験」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “going out and meeting people”, “villages and cities”, and “cultures 

and experiences”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past 

tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 7 教科書 studio [21] A2.2 使用開始 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

2. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-3-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習３Ｂ 

(Seminars in German  3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 2 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「外出と出会い」「田舎と都市」「文化を体験」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “going out and meeting people”, “villages and cities”, and “cultures 

and experiences”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past 

tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 7 教科書 studio [21] A2.2 使用開始 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 



 - 1295 - 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

2. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-3-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習４Ａ 

(Seminars in German  4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 3 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「職業の世界」「祝祭」「感覚」「思想と発明」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “occupational world”, “celebration”, “feeling”, and “thought and 

invention”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, 

subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-0-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習４Ｂ 

(Seminars in German  4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 3 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「職業の世界」「祝祭」「感覚」「思想と発明」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “occupational world”, “celebration”, “feeling”, and “thought and 

invention”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, 

subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-0-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習５ 

(Seminars in German 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小論文 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学術的なドイツ語作文のための基礎的な訓練を行い、レポートや卒業論文の要旨をドイツ語で書けるようになることが目標であ

る。 

 

Students will receive basic training in creating German academic essays. Students will be able to write abstract of graduation 

thesis and report in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初は 2、3 行程度の短めの文章を書き、文法の復習と確認を行う。慣れてきたら 10～15 行程度の論説文を作成し、学術的なド

イツ語の言い回しや文章スタイルについて学ぶ。 

1． 毎回特定のテーマについてドイツ語の作文や独訳を発表し、それについて全員で検討する。 

2． 作文は添削の上、返却する。 

3．詳細な計画は初回のガイダンスで説明する。 

 

In the beginning, students will write short paragraphs in 2 to 3 lines, while reviewing grammars. As students become used to the 

exercise, they will compose articles in 10 to 15 lines, while learning German academic expressions and essay styles. 

1. Each time students will be selected to present their translation and German essays on specific subjects. All students will 

participate in the discussion. 

2. All students will submit their German essays on the same subject presented by the presenter by a certain date each week. 

These essays will be edited and returned. 

3. Detailed plans will be explained during initial guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と作文の検討（1） 

3. 発表と作文の検討（2） 

4. 発表と作文の検討（3） 

5. 発表と作文の検討（4） 

6. 発表と作文の検討（5） 

7. 発表と作文の検討（6） 

8. 発表と作文の検討（7） 

9. 発表と作文の検討（8） 

10. 発表と作文の検討（9） 

11. 発表と作文の検討（10） 

12. 発表と作文の検討（11） 

13. 発表と作文の検討（12） 

14. 発表と作文の検討（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回新しい課題作文を作成し、添削された作文を再度検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の課題作成と提出(100%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 中島・平尾・朝倉、『改訂版 必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習６ 

(Seminars in German 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小論文 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2 年次生はプレイスメントテストの受験が必要 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだドイツ語の知識に基づき、卒業論文のドイツ語要約（Resümee）を独力で作成できる論述文（diskursiver Text）作

成の高度な知識とスキルの獲得をめざす。 

 

In this class, based on German language skills students have learnt, students will learn and acquire advanced skills to write 

discursive texts (i.e. diskursiver Text), essential when writing graduation thesis summary (i.e. Resümee) in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、「文段（パラグラフ）＝論述文の基本単位」という発想をもとに、2 週間単位で課題を設定し、その課題について受講者

全員に作例を作成・提出してもらう。その上で提出された作例を具体的に検討してゆく。毎週の作例提出（授業前日までに提出）

が履修の前提となる。 

 

The class assumes each paragraph as a basic unit of diskursiver Text. Subject will be determined every 2 weeks. Everyone will 

create and submit their works on the topic. In addition, submitted works will be discussed in detail. Each week students must 

submit their works (at least one day before the class). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入：論述文とは何か・文段（パラグラフ）とは何か 

2. 論述文の発想：作例検討（1） 

3. 論述文の発想：作例検討（2） 

4. 論述文の構造：作例検討（3） 

5. 論述文の構造：作例検討（4） 

6. 論述文の語彙：作例検討（5） 

7. 論述文の語彙：作例検討（6） 

8. 論述文の論理：作例検討（7） 

9. 論述文の論理：作例検討（8） 

10. 論述文の修辞：作例検討（9） 

11. 論述文の修辞：作例検討（10） 

12. 総合：作例検討（11） 

13. 総合：作例検討（12） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講前に「ドイツ語入門」と「ドイツ語基礎演習」の教材を復習し、特に文法知識を確実なものとしておくこと。また、毎回全員が作

例の作成と事前提出を義務づけられているので、これが予習となる。第 1 回の授業の前に、Blackboard で指示される注意事項

等を必ず読み、指示に従って事前の作業をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度(25%)/作例(45%) 

正当な理由なく 3 回欠席（作例未提出）となった時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の作例課題は事前に Blackboard にアップする。また必要に応じてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業中に指示。各自独和辞典（紙媒体）を購入して使用することを強く勧める。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

作例提出や授業に関する連絡は原則として Blackboard を通して行うので、毎週最低１回は必ず該当のサイトを確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１ 

(Seminars in German Literature and Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韻文 

担当者名 

（Instructor） 
畠山 寛(HATAKEYAMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゲーテの詩を読み、ゲーテの詩世界を理解することが目標となる。 

 

Students will read Goethe’s poems and understand his poetic world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゲーテの詩作品を演習形式で読み進める。担当学生にはハンドアウトを作成のうえ、発表をしてもらう。ただし、どの学生にも、自

分の解釈などについて発言を求めるので、積極的に授業に参加することが重要である。 

 

Students will read Goethe’s poems in seminar format. Selected member will create materials to be distributed and present 

them. Note that every student is required to present their explanations. Hence active participation in the class is important. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方について。テキストについて。 

2. ゲーテの詩を読む（１） 

3. ゲーテの詩を読む（２） 

4. ゲーテの詩を読む（３） 

5. ゲーテの詩を読む（４） 

6. ゲーテの詩を読む（５） 

7. ゲーテの詩を読む（６） 

8. ゲーテの詩を読む（７） 

9. ゲーテの詩を読む（８） 

10. ゲーテの詩を読む（９） 

11. ゲーテの詩を読む（１０） 

12. ゲーテの詩を読む（１１） 

13. ゲーテの詩を読む（１２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業は演習形式で進めるので、毎回、予習をしてくることが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(60%) 

基本的に３回の欠席でもって D評価とする。なお、予習をしてきていない場合、出席とは認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ゲーテ（三浦靭郎訳注）、1990、『ゲーテ詩集』、郁文堂 (ISBN:9784261071009) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業にテキストを持参のうえ、必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０１ 

(Seminars in German Literature and Culture 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
林 志津江(HAYASHI SHIZUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒論執筆に向けて必要なドイツ語力のブラッシュアップととともに、文化現象が私たち現代人の生活様式や思考、社会に与える

影響を、反省的に思考できる力の獲得を目指します。 

 

Students will read and comprehend German texts. Students will improve their German language skill to prepare for their 

graduation thesis. At the same time, they will acquire ability to reflect upon impacts of cultural phenomena modern population’s 

lifestyles, thoughts, and societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年 100 周年を迎えた「バウハウス」を取り上げます。1919 年にヴァイマールに開校した学校の名称"Bauhaus"は、今日では機

能主義的・合理主義的な建築・デザインの傾向を指す概念として用いられ、最もインターナショナルなドイツ語の一つにもなってい

ます。授業では、読解を通じてバウハウスのアクチュアリティと、現代日本における受容のあり方を考えます。 

各回の授業は、担当者の発表で進行します。各回の担当者は、担当箇所の訳文とその箇所の文法事項と注釈からなるハンドア

ウトを作成し、それを元に発表します。担当者の発表後は、テクストの内容を参加者全員で検討します。 

 

Concept of Bauhaus, which are welcoming its 100th anniversary, will be used. "Bauhaus" is the name of an art school founded 

at Weimar in 1919, whose concept is broadly used to support trends of functionalism and rationalism, and it is also known as 

one of the most international German word. In this class, students will connect through text's comprehension current Bauhaus 

thoughts with relationship of arts and society, fusion of arts and lives, and eventually reception of Bauhaus in modern Japanese 

society. 

Each lesson will advance based on presentations of selected students. Each time, selected students will create materials to be 

distributed, complete with translation, grammars, and notes of specified parts. They will make presentation based on these 

materials. After the presentations by these students, all students will discuss the text contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の進め方についての説明、分担の決定） 

2. テクスト講読と内容の検討（1） 

3. テクスト講読と内容の検討（2） 

4. テクスト講読と内容の検討（3） 

5. テクスト講読と内容の検討（4） 

6. テクスト講読と内容の検討（5） 

7. テクスト講読と内容の検討（6） 

8. テクスト講読と内容の検討（7） 

9. テクスト講読と内容の検討（8） 

10. テクスト講読と内容の検討（9） 

11. テクスト講読と内容の検討（10） 

12. テクスト講読と内容の検討（11） 

13. テクスト講読と内容の検討（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回の授業で扱った日本語訳と文法についてしっかり見直しを行うとともに、次回部分を読んでくること。見直しや予習の際には

音読練習も取り入れると良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（担当箇所の分担）(30%)/授業への積極的な参加（振り返り）および任意提出のレポート(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

テクストは子ども向け絵本なので、ドイツ語は非常に平易です。基本的には速読で進めますが、各回の分担などの詳細は授業初

回に説明します。 
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テキスト（Textbooks） 

1. Kern, Ingolf. 2014. Was ist das Bauhaus? - Kinder entdecken das Bauhaus Dessau.. Seemann Henschel GmbH (ISBN:978-

3865023513) 

初回授業時にテクストのカラーコピーを配布します。コピー代実費を徴収する予定です（1000 円程度）。 

 

参考文献（Readings） 

1. Friedewald, Boris. 2016. Bauhaus. Prestel (ISBN:978-3791382098) 

2. 三井秀樹、1996、『美の構成学 ー バウハウスからフラクタルまで』、中央公論社 (ISBN:978-4121012968) 

3. 高階秀爾、1993、『20 世紀美術』、筑摩書房 (ISBN:978-4480080554) 

・「バウハウス」についてあまりよく（ほとんど）知らないという人は、上記のものでなくても良いので、関連書を読んで知識を得てお

くこと。この作業でドイツ語の読解もだいぶスムーズになります。 

・日本では、100 周年関連の展覧会「きたれ、バウハウス」が 2019 年夏〜2020 年夏に開催されています（東京には 2020 年７月

に巡回）。履修者には積極的な鑑賞を薦めます。鑑賞をもとに執筆したレポートを任意で提出することができます。 

・今後、留学その他でドイツに行く予定のある方は、ぜひヴァイマールやデッサウ、ベルリンのバウハウス関連施設や美術館を見

学してみてください。またドイツでは 100 周年を記念し、近年に上記関連施設・展示施設が増築・新規開館の予定です（ヴァイマ

ールは 2019 年春、デッサウは 2019 年秋にすでに新設、ベルリンは 2022 年開館予定） 

https://www.bauhaus100.de/de/ 

https://www.bauhaus-dessau.de/de/index.html 

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/11868 

http://www.bauhaus.ac/bauhaus100/ 

（全て 2020 年１月 12 日確認） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当たり前のことですが、担当回の授業の欠席は原則として認めません。特に無断欠席については、即時、評価の対象外となりま

す。正当な理由なく３回欠席した場合も成績評価の対象外となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０３ 

(Seminars in German Literature and Culture 103) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「ドイツ文学・文化演習 103（身体文化・表象文化）」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市文化・表象文化に関する基礎的な知識を身につける。 

 

Students will acquire basic knowledge about Urban culture and Studies of Culture and Representation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ブリギッテ・ハーマンの『ヒトラーのウィーン（Hitlers Wien）』（1998）を訳読しながら、ヒトラーが青年時代を送った 20 世紀初頭のウ

ィーンの都市、文化、芸術、思想について考える。 

 

Students will read Brigitte Hamann's “Hitlers Wien”. The class will focus on Austrian history, literature, and Art from the 19th to 

20th century, particularly in connection with Adolf Hitler and Antisemitism.. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・授業の進め方 

2. 訳読・発表・議論（1） 

3. 訳読・発表・議論（2） 

4. 訳読・発表・議論（3） 

5. 訳読・発表・議論（4） 

6. 訳読・発表・議論（5） 

7. 訳読・発表・議論（6） 

8. 訳読・発表・議論（7） 

9. 訳読・発表・議論（8） 

10. 訳読・発表・議論（9） 

11. 訳読・発表・議論（10） 

12. 訳読・発表・議論（11） 

13. 訳読・発表・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） 

毎回必ず予習をし、担当となった課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/予習の状況(30%)/授業での発表(30%) 

正当な理由なく３回欠席した場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. イアン・カーショー、2016、『ヒトラー上 1889-1936 傲慢』、白水社 

その他は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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■AN235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０５ 

(Seminars in German Literature and Culture 105) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化・ユダヤ文化 

担当者名 

（Instructor） 
林 志津江(HAYASHI SHIZUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーゼフ・ロート（Joseph Roth,1894-1939）のエッセイ『放浪のユダヤ人』(Juden auf Wanderschaft,1927）を原文で読みます。ドイツ

語読解能力の養成とともに、「第一次世界大戦後のドイツ語圏のユダヤ人」についての考察を通して、現代社会の諸問題を追う

手がかりを探ります。 

 

Students will read Juden auf Wanderschaft (1927) prose by Joseph Roth (1894-1939) in original language. In addition to 

cultivating their comprehension of German language, students will search for clues about various issues in modern society 

through German speaking area especially jewish communities after WWI. 

 

授業の内容（Course Contents） 

エッセイ集のうち、２〜３のテクストを選んで読み進めます。授業では各回ごと担当を決め、担当者には日本語訳と文法解説のた

たき台を用意してもらいます。授業は日本語訳と文法を確認しながら、参加者全員で質疑応答を行いながら進めます。本作品

は、ヨーロッパ近代とナショナリズム、国家と民族、ユダヤ教、東欧の同化ユダヤ人、記憶と人間など、多彩なテーマ・内容を含ん

でいます。 

 

Students will read several essays from the collections. In each lesson, selected students will prepare Japanese translation and 

grammar explanation for discussion purpose. Japanese translation and grammars will be checked. The lesson will advance in 

Q&A format with everyone’s participation. This work is covering myriad subjects and contents, including present day Europe and 

nationalism, country and race, Judaism, assimilated Jews in Eastern Europe, memory and human. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（ロートと作品成立の背景について短い解説、授業の進め方についての説明、分担の決定） 

2. テクスト講読と内容の検討（1） 

3. テクスト講読と内容の検討（2） 

4. テクスト講読と内容の検討（3） 

5. テクスト講読と内容の検討（4） 

6. テクスト講読と内容の検討（5） 

7. テクスト講読と内容の検討（6） 

8. テクスト講読と内容の検討（7） 

9. テクスト講読と内容の検討（8） 

10. テクスト講読と内容の検討（9） 

11. テクスト講読と内容の検討（10） 

12. テクスト講読と内容の検討（11） 

13. テクスト講読と内容の検討（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回の授業で扱った日本語訳と文法についてしっかり見直しを行うとともに、次回部分を読んでくること。見直しや予習の際には

必ず音読練習を取り入れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（担当箇所の分担）(40%)/授業・質疑応答への積極的な参加、振り返り(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

各回の発表担当者は、ハンドアウトを指定時間までに、授業担当者宛にメールの添付ファイルにて送付して下さい。詳細は授業

初回に説明します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Roth, Joseph. 2006. Juden auf Wanderschaft. Essay. . DTV (ISBN:978-3423134309) 
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第一回目の授業時に使用テクストのコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ヨーゼフ・ロート著、平田達治訳、2009 年、『放浪のユダヤ人とエッセイ二篇』、鳥影社 (ISBN:9784862651754) 

ロートの著作は複数日本語に翻訳されており、関連図書もいくつか日本語で出ています。何でも読んでみてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当たり前のことですが、担当回の授業の欠席は原則として認めません。特に無断欠席については、即時、評価の対象外となりま

す。正当な理由なく３回欠席した場合も成績評価の対象外となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１１１ 

(Seminars in German Literature and Culture 111) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語のテクストを、文法に則して正確に理解し、適切な日本語に訳出する。 

 

The seminar focuses on reading German text correctly and translating into Japanese precisely. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゲーテ『若きウェルテルの悩み』（1774 年）から名場面をドイツ語原文にて読む。 

 

Read German text quoted from Goethes 'Werther' (1774). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音読と訳出（１） 

2. 音読と訳出（２） 

3. 音読と訳出（３） 

4. 音読と訳出（４） 

5. 音読と訳出（５） 

6. 音読と訳出（６） 

7. 音読と訳出（７） 

8. 音読と訳出（８） 

9. 音読と訳出（９） 

10. 音読と訳出（１０） 

11. 音読と訳出（１１） 

12. 音読と訳出（１２） 

13. 音読と訳出（１３） 

14. 音読と訳出（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ドイツ語テクストを音読し、正しく理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席態度(40%)/予習(40%) 

３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Goethe. 2012. Die Leiden des jungen Werther. Reclam (ISBN:9783150000670) 

 

参考文献（Readings） 

1. ゲーテ、1978、『若きウェルテルの悩み』、岩波書店 

相良守峯編博友社刊『独和辞典』か、小学館『独和大辞典』を使って予習すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習８ 

(Seminars in German Literature and Culture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
検定ドイツ語 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 麻美(SAKURAI MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2 年次生はプレイスメントテストの受験が必要 

 

授業の目標（Course Objectives） 

CEFR B1 以上、ドイツ語技能検定試験（独検）2 級以上で必要とされる高度な文章読解力の養成、並びに語彙力の習得を目指し

ます。 

 

Students will work towards advanced comprehension and increasing vocaburaly, equivalent to CEFR B1 and Diplom Deutsch in 

Japan grade 2 or higher. 

 

授業の内容（Course Contents） 

公開されている B1 の問題、実際に出題された独検 2 級（あるいは準 1 級）の問題を使い、文構造をしっかり把握しながら読み解

き、これを日本語で正確に再現する表現力を養います。受講者は、予め指定されたテキストの和訳を指定された週に提出しま

す。提出した和訳は、添削した後、次の週に返却ならびにポイントの解説を行います。和訳に間違いが多い場合は、再提出を求

めることがあります。テキストの和訳と並行して、文法や語彙に関する問題にも取り組みます。毎週、単語テストを行います。 

 

Students will use actual texts found in Zertifikat Deutsch (B1), Diplom Deutsch in Japan grade 2 and grade pre-1. Students will 

read these texts carefully, understand their text structures, and practice rephrasing them in Japanese accurately. Students 

must submit specified German to Japanese translation assignment every week. Japanese translation submitted by students will 

be edited and returned the next week. Explanations about key points will be given. If there are too many errors in Japanese 

translation, students will be asked to redo their assignments. In addition to text translation, students will also work on grammar 

and vocabulary quizzes. Each week there will be vocabulary test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業概要の説明、課題テキストの配布 

文法・語彙問題(0)〔初見〕 

次週までの課題：和訳(1)、文法・語彙問題(1) 

2. 和訳(0)〔初見〕、文法・語彙問題(1) 

提出：和訳(1) 

次週までの課題：和訳(2)、文法・語彙問題(2) 

3. 返却・解説：和訳(1)／文法・語彙問題(2) 

提出：和訳(2) 

次週までの課題：和訳(3)、文法・語彙問題(3) 

4. 返却・解説：和訳(2)／文法・語彙問題(3) 

提出：和訳(3) 

次週までの課題：和訳(4)、文法・語彙問題(4) 

5. 返却・解説：和訳(3)／文法・語彙問題(4) 

提出：和訳(4) 

次週までの課題：和訳(5)、文法・語彙問題(5) 

6. 返却・解説：和訳(4)／文法・語彙問題(5) 

提出：和訳(5) 

次週までの課題：和訳(6)、文法・語彙問題(6) 

7. 返却・解説：和訳(5)／文法・語彙(6) 

提出：和訳(6) 

次週までの課題：和訳(7)、文法・語彙問題(7) 

8. 返却・解説：和訳(6)／文法・語彙問題(7) 

提出：和訳(7) 

次週までの課題：和訳(8)、文法・語彙問題(8) 

9. 返却・解説：和訳(7)／文法・語彙問題(8) 

提出：和訳(8) 

次週までの課題：和訳(9)、文法・語彙問題(9) 
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10. 返却・解説：和訳(8)／文法・語彙問題(9) 

提出：和訳(9) 

次週までの課題：和訳(10)、文法・語彙問題(10) 

11. 返却・解説：和訳(9)／文法・語彙問題(10) 

提出：和訳(10) 

次週までの課題：和訳(11)、文法・語彙問題(11) 

12. 返却・解説：和訳(10)／文法・語彙問題(11) 

提出：和訳(11) 

次週までの課題：和訳(12)、文法・語彙問題(12) 

13. 返却・解説：和訳(11)／文法・語彙問題(12) 

提出：和訳(12) 

次週までの課題：文法・語彙問題(13) 

14. 返却・解説：和訳(12)／文法・語彙問題(13) 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語彙については各自でリストを作成するなり、単語帳を作るなりして、積極的に増やしていくこと。 

和訳テキスト、文法・語彙問題に出てきた重要語句については、次の週に小テストを行い、習熟度を確認します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

和訳の内容(50%)/授業参加態度(30%)/小テスト(20%) 

3 回以上無断欠席をした場合は履修を放棄したとみなします。やむを得ない事情で欠席する場合は、事前に担当教員に連絡す

ること。また、欠席する場合でも課題は必ず提出すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島悠爾、平尾浩三、朝倉巧、2003、『必携ドイツ文法総まとめ〔改訂版〕』、白水社 (ISBN:9784560004920) 

それ以外の参考書についても、受講生のリクエストに応じて随時紹介していきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

やむを得ず欠席をする場合等の連絡用のメールアドレスは、初回の授業の際に指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習２ 

(Seminars in German Literature and Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思想・評論 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 重美(WATANABE SHIGEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

下記テキストの講読を通じて、ドイツ語力の定着をはかりつつ、ヨーロッパ文化の基盤となっているギリシア神話の概要を理解す

ることを目標とする。 

 

By reading the following texts carefully, students will further master their German language skills. Students will work to 

understand summary of Greek mythology, which is the foundation of European culture in this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記テキストを輪読しながら、そこに出てくる重要なキーワード（出来事、人名等）について、担当者による発表を行う。 

 

Students will read the following texts in turn. Selected students will present important keywords found in these texts (events, 

people, etc.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の目標と進め方の説明／担当者の決定／ギリシア神話がいかにヨーロッパ文化の基盤となってい

るかについての簡単な講義 

2. Ein Labyrinth für den Minotaurus の章の講読 

3. 引き続き、Ein Labyrinth für den Minotaurus の章の講読 

4. Theseus und der Faden der Ariadne の章の講読 

5. 引き続き、Theseus und der Faden der Ariadne の章の講読 

6. 引き続き、Theseus und der Faden der Ariadne の章の講読 

7. Daidalos und Ikaros の章の講読 

8. 引き続き、Daidalos und Ikaros の章の講読 

9. Ares und Aphrodite の章の講読／ギリシア神話と日本の神話の類似性に関する簡単な講義 

10. Semele und Dionysos の章の講読 

11. 引き続き、Semele und Dionysosの章の講読 

12. König Midas の章の講読／最終レポートに関する告知 

13. Achilles und die Reise nach Troja の章の講読 

14. 引き続き、Achilles und die Reise nach Troja の章の講読／トロイア戦争に関連する映画の鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回ドイツ語のテキストを事前にしっかり読んで授業に臨むこと。また、特に文献は指定しないが、ギリシア神話についての入門

書などを読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度（割り振られた課題をきちんとこなしているか、授業中の議論に積極的に参加し

ているか）(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

Die spannendsten griechischen Sagen. Neu erzählt von Dimiter Inkiow. Bilder von Wilfried Gebhard. Hamburg (ellermann in 

Dressler Verlag GmbH), 2013. コピーでお渡しする。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習３ 

(Seminars in German Literature and Culture 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
児童文学 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の子どもの本を読んで、大人の本との違い、子どもの本の意義を考える。 

 

This course aims for students to study the difference between books for children and books for adults and the significance of 

children's books by reading German children's books. 

 

授業の内容（Course Contents） 

絵本、幼年文学、ヤングアダルト文学の各ジャンルを、原文で読む。毎回訳文を提出する。 

 

Students read picture books, books for little children, and books for young adults written in German; in addition, students must 

submit the translation before every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

授業の進め方についての説明 

2. ドイツ語圏の子どもの本ついて 

3. Bilderbuch ① 

4. Bilderbuch② 

5. Bilderbuch③ 

6. Kinderbuch① 

7. Kinderbuch② 

8. Kinderbuch③ 

9. Kinderbuch④ 

10. Jugendbuch① 

11. Jugendbucch② 

12. Jugendbuch③ 

13. Jugendbuch④ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、訳文を授業前に提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の訳文提出(30%)/発表(20%)/授業への参加(20%) 

正当な理由なく３回欠席した場合、成績評価の対象外となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 野村泫、2009 年、『ドイツの子どもの本－大人の本とのつながり』［増補新版］、白水社 (ISBN:978-4-560-08037-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習５ 

(Seminars in German Literature and Culture 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ文化論 

担当者名 

（Instructor） 
高木 葉子(TAKAGI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ヒトラーの時代」という負の遺産について書かれたテクストを読み、ドイツ語力の向上と、ナチ・ドイツの基本知識の習得を目指し

ます。 

 

Students will read texts written about Adolf Hitler and his Nazi regime in Germany. Students will improve their German language 

skills while reading and understanding these texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者全員が、テクストの指定箇所を訳読する 

 

All students will read and translate the texts 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

テクストの配布、授業の進行方法の確認、担当者の決定ほか 

2. ヒトラーの権力掌握への第一段階  講読＋映像鑑賞 

3. 当時のドイツ国内の風潮  講読＋映像鑑賞 

4. ヒトラーの権力掌握への第二段階：突撃隊と国防軍  講読＋映像鑑賞 

5. ヒトラーの内政 講読＋映像鑑賞 

6. 恐怖政治と親衛隊 講読＋映像鑑賞 

7. プロパガンダとゲッペルス 講読＋映像鑑賞 

8. これまでの授業の理解の確認 

9. ヒトラーの外交 講読＋映像鑑賞 

10. 共産主義者とユダヤ人 講読＋映像鑑賞 

11. ユダヤ人迫害 講読＋映像鑑賞 

12. 抵抗・亡命・加担 講読＋映像鑑賞 

13. 第三帝国とドイツ帝国の連続性と非連続性 講読＋映像鑑賞 

14. 授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）毎回授業で扱うテクストを予習する 

２）最終レポートを提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業への参加度(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。【変更前】平常点 100％（最終レポート（４０％）、授業内課題（３

０％）、出席と授業への参加度（３０％）） 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習６ 

(Seminars in German Literature and Culture 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中・近世ドイツ語研究 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・現代ドイツ語の祖先にあたる中高ドイツ語（中期高地ドイツ語）の文法を学習し、参考書・辞書などを使ってオリジナルの文献を

読み解く能力を身につける。 

・歴史的な視点からドイツ語を見ることによって、現代ドイツ語に対する理解をいっそう深める。 

 

・Students will learn grammars of Middle High German (German spoken in High Middle Ages), the ancestor of modern German 

language. Students will learn and understand original literature by using references and dictionaries. 

・Students will further deepen their understanding about modern German language by looking at it from historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語は時代につれて変化していくものであり、現代ドイツ語に見られる様々な事象の中にも、その歴史的な変遷をたどることで初

めて理解できるものが多数あります。こうした歴史言語学的な視点から言語をとらえるためには、言語の過去の姿に関する、正確

かつ広範な知識が不可欠です。この授業では、11 世紀から 14世紀にかけて用いられた中期高地ドイツ語（中高ドイツ語）をとり

あげ、現代のドイツ語との相違点に着目しながら文法を学習し、現代ドイツ語に見られる、古いドイツ語の知識があって初めて理

解できる種々の事象に光を当てていきます。また、中高ドイツ語時代の 12～13 世紀は、騎士たちを中心とした中世宮廷文学が

花開いた時代であり、ドイツ文学の最初の黄金時代とも呼ばれています。授業の後半では、中高ドイツ語原典での作品講読にも

挑戦します。ミンネザングと呼ばれる恋愛抒情詩をいくつか読む予定です。 

 

Language changes with passage of time. Amidst various phenomena observed in modern German language, there are many 

things that can only be understood by following their historical transformation. To understand language from historical and 

linguistic perspective, it is essential to have accurate and myriad knowledge about its previous forms. This class will take up 

Middle High German (Mittelhochdeutsch) used from the 11th to 14th century. Students will focus on its difference with modern 

German language while learning its grammars. This will shine light on various phenomena found in modern German language that 

are apparent only when students are equipped with knowledge about ancient German language. Furthermore, the era of Middle 

High German, from the 12th to 13th century, was the flourishing time for middle age court literatures centering around knights. 

It can be called the first golden age for German literatures. In the second half of this class, students will also take up the 

challenge to read works in Middle High German. Students will read some pieces of the "Minnesang" (love lyrics). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 通時言語学と共時言語学（以下は授業で扱うトピックであり、この通りの順番で進むわけではありません） 

2. ドイツ語の歴史 

3. 中世ドイツ文学の概観 

4. 中高ドイツ語文法 文字と音 

5. 中高ドイツ語文法 語形変化 名詞類 

6. 中高ドイツ語文法 語形変化 動詞 

7. 中高ドイツ語文法 統語論 

8. 中高ドイツ語講読 ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデの詩 

9. 中高ドイツ語講読 ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデの詩 

10. 中高ドイツ語講読 ハインリヒ・フォン・モールンゲンの詩 

11. 中高ドイツ語講読 ヴォルフラム・フォン・エシェンバハの詩 

12. 中高ドイツ語講読 ヴォルフラム・フォン・エシェンバハの詩 

13. 中高ドイツ語講読 ハルトマン・フォン・アウエの詩 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中高ドイツ語辞書（Lexer）は学部事務１課で貸出しの上で授業に臨んで下さい。 

なお、中高ドイツ語原典の講読は、予習なしでは不可能です。授業に参加するには、定期的な予習が不可欠ですので、注意して

下さい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で複数回実施する筆記テスト(60%)/出席および授業中の課題(40%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カール・ヴァインホルト／他、2017、『中高ドイツ語小文法』 改訂第 18 版』、郁文堂 (ISBN:9784261073348) 

辞書については、準備学習の項目を参照。 

 

参考文献（Readings） 

1. 須澤通・井出万秀、2009、『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』、郁文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習７ 

(Seminars in German Literature and Culture 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアのドイツ語 

担当者名 

（Instructor） 
高木 葉子(TAKAGI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今年は東西ドイツの再統一から３０年となります。日本でも封切られて話題を呼んだ東ドイツに関する映画について書かれたテク

ストを読み、ドイツ語力の向上をめざし、映画から現代ドイツの抱えるテーマを読み解いていきます。 

 

This course aims for students to read texts written concerning  German films about East Germany. Students are expected to 

improve their German language skills while understanding subjects in these films and in modern Germany. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は以下の 3 点から構成されます。 

１）受講者全員が、テクストの指定箇所を訳読する 

２）担当者が、テクストのキーワードを調べて発表する 

３）映像メディアを使って、文字メディアで講読した部分の内容を確認する 

 

At each meeting, this course instructs students through the following plan:  

(1) All students read and translate specific parts of the text. 

(2) Selected students present important keywords from these texts. 

(3) Students check the written content they have read using audio-visual media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

テクストの配布、授業の進行方法の確認、担当者の決定ほか 

2. 東ドイツの歴史 講義 

3. トンネル（１）  講読＋映像鑑賞 

4. トンネル（２）  講読＋映像鑑賞 

5. 善き人のためのソナタ（１）  講読＋映像鑑賞 

6. 善き人のためのソナタ（２）  講読＋映像鑑賞 

7. 東ベルリンから来た女（１） 講読＋映像鑑賞 

8. 東ベルリンから来た女（２） 講読＋映像鑑賞 

9. これまでの授業の理解の確認  

10. 僕たちは希望という名の列車に乗った（１） 講読＋映像鑑賞 

11. 僕たちは希望という名の列車に乗った（２） 講読＋映像鑑賞 

12. 希望の灯り（１） 講読＋映像鑑賞 

13. 希望の灯り（２） 講読＋映像鑑賞 

14. 授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）毎回授業で扱うテクストを予習する 

２）テクストのキーワードを調べて発表する（1 人 1 回） 

３）最終レポートを提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(30%)/出席と授業への参加度(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習 ４ｂ 

(Seminars in German Literature and Culture 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化タンデム 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋期間外 (Winter Session) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

配当年次 1～3 年次。 

2018 年度まで「ドイツ文学・文化演習４（音楽・造形芸術） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

3 月にルール大学ボーフム外国語研修所（LSI）で行われるタンデム形式日独比較文化講習の準備を行う。 

 

This cource prepare to participate Tandem-Cource at LSI of Ruhr-University Bochum.  

 

授業の内容（Course Contents） 

渡航、学習に必要な事項を毎回のミィーティング（予定は参加者に別途配布）で準備する。 

 

3 月に 2 週間、ボーフム大学付属外国語研究所においてタンデム形式の授業に参加する。 

 

Items for visiting Germany and for German language skils are prepared at each meeting. (The plan for meeings will be gived to 

the paticipants)  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Meeting 1 

2. Meeting 2 

3. Meeting 3 

4. Meeting 4 

5. Meeting 5 

6. Meeting 6 

7. Meeting 7 

8. x 

9. x 

10. x 

11. x 

12. x 

13. x 

14. x 

15. x 

16. x 

17. x 

18. x 

19. x 

20. x 

21. x 

22. x 

23. x 

24. x 

25. x 

26. x 

27. x 

28. x 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その都度指示 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修了証(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)） 

4 月のガイダンス時に紹介し、6月末から７月にかけてガイダンス・募集を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN259／ドイツ文学・文化演習４ａ 

(Seminars in German Literature and Culture 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化タンデム 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋期間外 (Winter Session) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

配当年次 1～3 年次。 

2019 年度同科目履修者のみ履修可能。 

2018 年度まで「ドイツ文学・文化演習４（音楽・造形芸術） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

3 月にルール大学ボーフム外国語研修所（LSI）で行われるタンデム形式日独比較文化講習の準備を行う。 

 

This cource prepare to participate Tandem-Cource at LSI of Ruhr-University Bochum.  

 

授業の内容（Course Contents） 

渡航、学習に必要な事項を毎回のミィーティング（予定は参加者に別途配布）で準備する。 

 

3 月に 2 週間、ボーフム大学付属外国語研究所においてタンデム形式の授業に参加する。 

 

Items for visiting Germany and for German language skils are prepared at each meeting. (The plan for meeings will be gived to 

the paticipants)  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Meeting 1 

2. Meeting 2 

3. Meeting 3 

4. Meeting 4 

5. Meeting 5 

6. Meeting 6 

7. Meeting 7 

8. x 

9. x 

10. x 

11. x 

12. x 

13. x 

14. x 

15. x 

16. x 

17. x 

18. x 

19. x 

20. x 

21. x 

22. x 

23. x 

24. x 

25. x 

26. x 

27. x 

28. x 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その都度指示 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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修了証(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

4 月のガイダンス時に紹介し、6月末から７月にかけてガイダンス・募集を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN301／文学講義 １０１ 

(Lectures on Literature 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 学(WATANABE MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に日本語とドイツ語の事例，場合によっては英語その他の事例を参照しながら，社会とメディアと言語の関係，とりわけ現代に

おける言語の変容と多様性の問題点を照らし出します。その後，（異文化）コミュニケーションの諸問題に以降し，その社会文化

性にも触れながら言語研究・言語観察の技法を会得することを目標にします。その過程で，言語学・日本語学・ドイツ語学の基本

概念の理解を深めます。 

 

In this class, students will consider the relationship between society, media and language, especially as a matter of current 

linguistic variations and varieties. Students will also study them based on Japanese and German examples, by using English 

texts if necessary. After that, students will acquire techniques to conduct linguistic researches and observations, highlighting 

various issues concerning communication, cross-cultural communication, focusing also on their sociocultural aspects. At the 

same time, students will deepen their basic concepts about linguistics, especially Japanese, and German linguistics.   

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の授業計画に従って日本語・ドイツ語の現況，とりわけ世代・年齢・地域・使用場面等に応じた多様性を概観し，両言語の知

識を定着・深化させます。必要に応じて他にもできるだけ多くの言語・言語変種を参照し，日独語を観察・分析・記述する目を斬新

なものにし，相対化することも試みます。言語の問題から徐々により広いコミュニケーションの問題に移行し，人間関係や人間心

理の問題性にも言及します。授業への積極的参加（意見交換，ディスカッション等）を求め，学期末にはレポートを課します。 

 

Students will follow the lesson plan to strengthen their knowledge in both languages, especially in their varieties according to 

generation, age, area and setting. Students will also be engaged in dealing with as many languages and varieties as possible. 

They will achieve a whole new perspective when observing,  analyzing and describing Japanese and German languages. 

Students will also be guided to see problems of communication. Human relationship and psychology will also be issued in the 

lecture. Students must participate in classes actively (exchange opinions, discuss, and so on). They will submit reports at the 

end of semester.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―ことばのいろいろ― 

2. 日本語とドイツ語 

3. 世代からみた言語 

4. 地域からみた言語 

5. メディアと言語 

6. 言語の使用場面 

7. 言語（変種）の多様性（中間総括） 

8. 言語と行動 

9. 言語とコミュニケーション 

10. 異文化コミュニケーションの視座からの言語（１） 

11. 異文化コミュニケーションの視座からの言語（２） 

12. 異文化理解 

13. 言語とコミュニケーション 

14. 言語研究の未来 未来の言語研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントを授業後にも熟読し，授業内容を復習する授業時間外の学習を行なってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/意見表明・ディスカッションの内容(27%)/リアクションペーパーの内容(28%) 

無断で授業を欠席した場合，3 回の欠席でもって D 評価とします。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺学・山下仁編著、2014、『ドイツ語の社会語用論』、ひつじ書房 

2. 本名信行他編著、2005、『異文化理解とコミュニケーション１，２』、三修社 

3. 小泉保、1995、『言語学とコミュニケーション』、大学書林 

 さらに必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい説明をする第一回目の授業に必ず出席してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN303／文学講義 １０３ 

(Lectures on Literature 103) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの思想論 

担当者名 

（Instructor） 
川中子 義勝(KAWANAGO YOSHIKATSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ルターからバッハまで、宗教改革以降のドイツコラールの系譜をたどりつつ、近代初期の思想と信仰の変遷について理解を深め

る。 

 

This course aims to trace the development of German chorale since the Reformation, from Luther to Bach, and thus, to deepen 

understanding of thoughts and beliefs in the early modern era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Ｊ・Ｓ・バッハのカンタータ作品を取り上げつつ、教会暦に基づいた彼の宗教音楽の世界を紹介する。それにより、近代初期におけ

る宗教と詩文学の関係についての理解を深める。バッハはほとんど毎週、日曜礼拝のために、コラールや宗教詩に曲を付すこと

により、少なくとも一曲のカンタータを作曲した。それらの詩文学は、ルター以降多くの詩人たちによって記され、宗教民謡として民

衆の内に根付いていた。講義では、Ｐｈ・ニコライ、Ｊ・ヘールマン、Ｐ・ゲルハルトなどの作品を読んでゆく。バッハは彼らのコラー

ルをどのように解釈したか？ 

 

Students listen to Johann Sebastian Bach's  cantatas and are introduced to his world of religious music based on the 

ecclesiastical calendar. That way they deepen their understanding of the relationship between religion and lyrical literature in 

the early modern era. By setting chorales or religious poems to music, Bach composed at least one cantata almost every week 

for church services. Lyrical literature of that sort, written by many poets since Luther, had taken root in people's lives as 

religious folk songs. Students read chorales of Martin Luther and such other poets as Philipp Nicolai, Johann Heermann, Paul 

Gerhardt, and so forth. How did Bach interpret their chorales? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、ルターと宗教改革(1)、ルター「深き淵より我は汝に叫ぶ」／同名カンタータ BWV38 

2. ルターと宗教改革(2)、ルター「キリストは死の縄目に繋がれたり」／同名カンタータ BWV4 

3. 宗教改革期のコラール(1)、Ｊ・グラーマン「いざ、わが魂よ、主を讃えよ」／モテット「主に向かいて新しき歌を歌え」BWV225 

4. 宗教改革期のコラール(2)、アルブレヒト侯「わが神の御心こそ恒に成るなれ」／同名カンタータ BWV111 

5. 対抗宗教改革期(1)、Ｊ・レオン「わがことは神に託せり」／カンタータ「神の時は至上の時」BWV106 

6. 対抗宗教改革期(2)、Ｐｈ・ニコライ「暁の星はいかに美しきかな」／同名カンタータ BWV1 

7. 三十年戦争期(1)、Ｍ・フランク「いかに儚き、いかに虚しき」／同名カンタータ BWV26 

8. 三十年戦争期(2)、Ｊ・ヘールマン「おお神よ、汝 恵み深き神よ」／カンタータ「けがれなき心」BWV24 

9. 三十年戦争期(3)、Ｊ・リスト「イエスよ、汝 わが魂を」／同名カンタータ BWV78 

10. 三十年戦争期(4)、Ｊ・フランク「イエスよ、わが喜び」／同名モテット BWV227 

11. 三十年戦争期(5)、Ｐ・ゲルハルト「我は汝が馬槽の前に立ち」／「クリスマス・オラトリオ」BWV248 

12. 敬虔主義初期(1)、Ｓ・ローディガスト「神の御業こそいと良けれ」／同名カンタータ BWV98 他 

13. 敬虔主義初期(2)、Ｊ・ネアンダー「力つよき誉れの主を讃えよ」／同名カンタータ BWV137 

14. バッハに歌詞台本を提供した詩人たち、Ｓ・フランク、Ｅ・ノイマイスター、他／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後、毎回の授業時にそのつど行う。講義では毎回テクストをプリントして配布するが、テクスト

についての考察を深めることを、復習として心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への積極的な参加(50%)/毎回のリアクションペーパー(30%)/最終課題(20%) 

正当な理由のない欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 川中子義勝、2010、『詩人イエスードイツ文学から見た聖書詩学・序説』、教文館 (ISBN:978-4-7642-7308-5) 

2. 川中子義勝、1996、『北の博士・ハーマン』、沖積舎 (ISBN:4-8060-4618-3) 

3. 川中子義勝、1996、『ハーマンの思想と生涯ー十字架の愛言者』、教文館 (ISBN:4-7462-6530-3) 

4. ベルンハルト・ガイェック、2009、『神への問いードイツ詩における神義論的問いの由来と行方』、土曜美術社出版販売 

(ISBN:978-4-8120-1736-4) 

5. ルドルフ・ボーレン、2017、『祈るーパウロとカルヴァンとともに』、教文館 (ISBN:978-4-7642-6731-2) 

6. 川中子義勝、2019、『川中子義勝詩集』、土曜美術社出版販売 (ISBN:978-4-8120-2518-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN304／文学講義 １０４ 

(Lectures on Literature 104) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語論 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ドイツおよびヨーロッパにおける、言語に対する様々なとらえ方の変遷をたどる。 

・ドイツ語およびドイツの言語文化の歴史をたどり、現代のドイツ語に対する理解を深める。 

 

The purposes of this course are for students to learn the evolution of various thoughts about language in Germany and the 

whole of Europe and to deepen their understanding of Modern German by learning the history of the German language and the 

German linguistic culture.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「言語とはどのようなものであるのか」という問いは、古くから人間の考察の重要な対象となってきました。この授業では、ドイツお

よびヨーロッパにおける、言語に対する様々なとらえ方の変遷・言語に関する営みの発展を追い、19 世紀の印欧語比較言語学

の誕生によって、言語に対する考察が科学として成立した過程をたどります。また、20 世紀以降、一部は比較言語学に対するア

ンチテーゼとして登場した様々な言語研究の方法を紹介することで、現代言語学の多彩な姿にふれていきます。 

 

The question "what is language?" has long been an important subject of human thought. In this course, students learn the 

various historical understandings of language and the evolution of the linguistic culture in Germany and Europe. These finally 

reached the birth of linguistics as a science in the 19th century when the Indo-European comparative method was developed. 

Students also learn today's various modern linguistic methods that appeared in part as  antitheses to comparative linguistics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 言語学＝文法？ 

2. 古典ギリシャ・ローマ時代の言語観 

3. 中世ヨーロッパの言語観・聖書の言語観 

4. ドイツ語の歴史 古高ドイツ語時代の言語観 

5. ドイツ語の歴史 中高ドイツ語時代の言語観 

6. ドイツ語の歴史 新高ドイツ語 標準ドイツ語・規範文法の成立 

7. 近代ヨーロッパの言語論 1 

8. 近代ヨーロッパの言語論 2 

9. 言語学の誕生－比較言語学 

10. ソシュールの研究 通時言語学と共時言語学 

11. 現代の言語学 生成文法理論など 

12. 現代の言語学 認知言語学・語用論など 

13. 現代の言語学 文法化理論など 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内でその都度指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (出席および授業内課題 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 須澤通・井出万秀、2009、『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』、郁文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN309／文学講義 １０９ 

(Lectures on Literature 109) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
美留町 義雄(BIRUMACHI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・「個人」や「自然」、あるいは、「愛」と「生」、そして「自由」など、近代という時代を標榜するタームが、いかに成立したのか理解で

きるようになる。 

・ドイツをはじめとするヨーロッパ文化の諸影響を理解し、日本の文化を相対的に把握できるようになる。 

・ゲーテをはじめとするドイツ文学、および、夏目漱石や森鴎外等の日本文学を、近代の精神史の中で理解できるようになる。 

 

This course aims to (1) explain how modern terms and conceptions such as “individualism,” “nature,” “love,” “life,” and 

“freedom” have been established and (2) acquire knowledge about German and Japanese literature, focusing on works of 

Johann Wolfgang Goethe, Natsume Soseki, and Mori Ogai in the context of the modern philosophical tradition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義のテーマは、「文化論から読み解く文学作品」です。日本とドイツの近・現代文学や思想、さらには漫画やアニメなどのサ

ブ・カルチャーをも題材にして、それらを、自然、愛（性）、時間、身体、交通、メディア、ファッション等、さまざまな文化的視点から、

読み解いて行く予定です。特に、「都市と文学」に重点を置き、都市という人工的な環境の中で生き始めた人間たちの姿を、生活

様式の近代化のプロセスのうちに探ってゆきます。講義では、ドイツと日本の比較の他に、こうした「前近代」と「近代以降」の価値

観の転換という問題に繰り返し触れることになるでしょう。個々の授業内容については、「授業計画」を参照して下さい。 

 

This course aims to cover Japanese and German modern and contemporary literature and thought, as well as with manga and 

anime, which are interpreted from various cultural perspectives such as nature, gender, time, media, and fashion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『一寸法師』と『シンデレラ』 ～書き換えの問題性 

2. 生の発見 ～「メメント・モリ」からゲーテへ 

3. 自然の発見Ⅰ ～『ハイジ』をめぐって 

4. 自然の発見Ⅱ ～日本文学における「風景」 

5. 女性の発見 ～『人形の家』から『青鞜』へ 

6. セクシュアリティについてⅠ ～「恋」から「愛」の変容 

7. セクシュアリティについてⅡ ～同性愛と文学 

8. 時間の発見Ⅰ ～「タイム・イズ・マネー」と漱石の『猫』 

9. 時間の発見Ⅱ ～M.エンデ『モモ』を読む 

10. 子どもの発見Ⅰ ～絵画、文学、子守歌 

11. 子どもの発見Ⅱ ～『グリム童話』の問題性 

12. 交通機関と文学Ⅰ ～鷗外のベルリン 

13. 交通機関と文学Ⅱ ～『三四郎』の東京 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・指定された文献、映像資料は、あらかじめ講読、視聴しておくこと。 

・各自の関心に応じて、授業中に紹介された文献、資料を読み、期末レポート作成に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回の授業におけるミニレポート(40%) 

やむを得ない事由を除き 15 分以上の遅刻・早退は欠席扱いとし、欠席 3 回以上は単位を取得できない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、教員が作成したプリントを毎回配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 柴田翔、2019、『詩に映るゲーテの生涯』、鳥影社 (ISBN:4862657265) 

2. 小泉武栄、2005、『登山の誕生』、中公新書 (ISBN:4121015924) 

3. 木村敏、2008、『自分ということ』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480091440) 

4. 柄谷行人、2009、『日本近代文学の起源』、講談社文芸文庫 (ISBN:4062900416) 

5. 溝口彰子ほか、2015、『BL進化論』、太田出版 (ISBN:4778314417) 

6. フィリップ・アリエス、1980、『〈子供〉の誕生』、みすず書房 (ISBN:4622018322) 

7. ゲルハルト・ロッスム、1999、『時間の歴史』、大月書店 (ISBN:4272510053) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義科目ですが、受講生の意見等を聞きながら、双方向の授業運営を目指します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN313／文学講義 １１３ 

(Lectures on Literature 113) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの都市文化 

担当者名 

（Instructor） 
柚木 理子(YUKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

オンデマンド授業 

文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多種多様な人々をのみこむ混沌とした都市における家族を中心とした日常生活から，現代ドイツの都市文化について理解を深め

ていきます。 

 

This course aims for students to deepen their understanding about life and urban culture in modern Germany from a gender 

perspective, focusing on everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な問題を抱えながらも，社会的基盤を再構築しまた諸政策を施して持続可能な社会形成に向けて取り組んでいるドイツ社会

を，統計資料や多様な映像資料を用いながら講義していきます。その際，受講者との議論を交え，日本との比較を加えながら現

代ドイツの課題を考察していきます。 

 

This course focuses on German society, which tackles various issues for formation of a sustainable society through 

reconstruction of its social foundation and implementation of various policies. To do that, statistics and various auto visual 

materials are used. At the same time, students compare the situation with that of Japan, participate in discussion, and analyze 

issues in modern Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，テーマ設定 

2. ドイツ社会の基礎知識 

3. 現代のドイツの都市の特徴 

4. 都市のユニバーサルデザイン 

5. ワーク・ライフ・バランスを支える文化 

6. 家族の変容とジェンダー 

7. おひとりさまと都市文化 

8. 「多世代ハウス」 

9. 「女性たちの住まい」 

10. 貧困と格差社会 

11. 移民大国 ドイツ 

12. ドイツの外国人労働者 

13. 包摂型社会に向けて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インターネットを用いて，ドイツのメディアにアクセスし，アクチュアルなドイツの姿に触れてみよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 

成績評価を受けたい者は、中間レポートも必ず提出すること。中間レポート未提出者は最終レポートを提出できません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー（兼出席票）40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 影山穂波、2004、『都市空間とジェンダー』、古今書院 
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2. 姫岡とし子、2005、『ジェンダー化する社会―労働とアイデンティティの日独比較史』、岩波書店 

3. 原 ひろ子/大沢 真理編、1993、『変容する男性社会―労働、ジェンダーの日独比較』、新曜社 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN317／文学講義 １１７ 

(Lectures on Literature 117) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ハプスブルク帝国の文化 

担当者名 

（Instructor） 
桂 元嗣(KATSURA MOTOTSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ハプスブルク帝国時代の文化およびその後の中欧への影響について、ドイツ語圏と非ドイツ語圏との歴史的な問題をふまえつつ

理解できるようになる。 

 

This course aims to help students understand the culture of the Habsburg Empire and its effects on Central Europe, taking into 

account  historical issues between German-speaking and non-German-speaking areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ハプスブルク帝国時代の歴史と文学を、現在にまで至る影響をふまえつつ概観します。その際、1）チェコ人とドイツ語、2）ユダヤ

人の同化と反ユダヤ主義、3）オーストリア人のアイデンティティ、という 3 つのテーマに沿って説明します。 

 

This course introduces the history and literature of the Hapsburg Empire, taking into account its influences to the present. It 

focuses on three themes: 1) Czech and German, 2) Jewish assimilation and antisemitism, and 3) Austrian identity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. チェコ人とドイツ語（1）―ルドルフ 2 世の時代 

3. チェコ人とドイツ語（2）―チェコの言語政策と民族復興運動 

4. チェコ人とドイツ語（3） ―フランツ・カフカ 

5. チェコ人とドイツ語（4）―カレル・チャペック 

6. ユダヤ人の同化と反ユダヤ主義（1）―世紀末ウィーンのユダヤ人 

7. ユダヤ人の同化と反ユダヤ主義（2）―自由主義と反ユダヤ主義 

8. ユダヤ人の同化と反ユダヤ主義（3）―グスタフ・マーラー 

9. ユダヤ人の同化と反ユダヤ主義（4）―ヨーゼフ・ロート 

10. オーストリア人のアイデンティティ（1）―オーストリアとは？ 

11. オーストリア人のアイデンティティ（2）―「誰も望まなかった国」とその帰結 

12. オーストリア人のアイデンティティ（3）―戦後オーストリアと「犠牲者神話」 

13. オーストリア人のアイデンティティ（4）―ペーター・ハントケと歴史 

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） 

本講義ではハプスブルク帝国およびその後の中欧文化圏に関する様々な言説、文学作品、映像作品を取り上げます。いずれも

時間の都合上一部しか紹介できないため、関心を持ったテーマなり作品があれば、なるべく自ら手に取ってみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業へのコメント(40%) 

コメントの未提出が５回になると成績評価の対象とならなくなる。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class 

Points)40% (授業でのコメントペーパーの提出 40%)<BR>正当な理由のない欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桂元嗣、2020、『中央ヨーロッパー歴史と文学』、春風社 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤雅彦、2018、『図説 ハプスブルク帝国』、河出書房新社 
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2. ジャック・ル・リデー、2004、『中欧論 帝国から EUへ』、白水社 

3. 石川達夫、2000、『黄金のプラハ 幻想と現実の錬金術』、平凡社 

4. S・ベラー、2008、『世紀末ウィーンのユダヤ人』、刀水書房 

5. 西村雅樹、2009、『世紀末ウィーン文化探究―「異」への関わり』、晃洋書房 

6. 村山雅人、1995、『反ユダヤ主義 世紀末ウィーンの政治と文化』、講談社 

7. ヴェルナー・ベルクマン、1999、『「負の遺産」との取り組み』、三元社 

その他の参考書については授業内で紹介します。   

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN337／文学講義 １０７ 

(Lectures on Literature 107) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツのメディア論 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀末から 20 世紀前半のドイツ語圏の思想と文化についてメディア論という視点から理解を深めることを目指します。 

 

This course aims to help students deepen their understanding of German intellectual history and cultural discourses from the 

end of the 19th century to the early 20th century, from the viewpoint of media studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、19 世紀末から戦間期に至るドイツ語圏の思想を、ゲオルグ・ジンメル、ヴァルター・ベンヤミン、エルンスト・ユンガー、

ジークフリート・クラカウアーのテクストを手がかりに、都市、メディア、戦争との関連で論じ、ひとつの思想的系譜を仮説的に提示

することを試みます。 

 

This course provide a “genealogical” overview of German intellectual history from the end of the 19th century to the interwar 

period against its social and cultural background (urban culture, media development, World War I) by focusing on representative 

theoretical texts of Georg Simmel, Walter Benjamin, Ernst Juenger, and Siegfried Kracauer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（履修上の注意、本講義の目的と概要） 

2. 近代化する社会と知覚体験の変容（１） 

3. 近代化する社会と知覚体験の変容（２） 

4. ジンメルの都市論 

5. ジンメルの知覚論・メディア論 

6. ベンヤミンのメディア論（１） 

7. ベンヤミンのメディア論（２） 

8. ベンヤミンのメディア論（３） 

9. 理解度の確認と質疑 

10. ユンガーの戦争美学（１） 

11. ユンガーの戦争美学（２） 

12. クラカウアーの大衆文化論（１） 

13. クラカウアーの大衆文化論（２） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の指定された部分をあらかじめ読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(25%)/リアクションペーパー(25%)/中間レポート(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

最終テストは教場レポートとなる。無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (78-4-88303-344-7) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の資料は事前に Blackboard にアップロードするので、受講者は各自ダウンロードし、必要に応じでプリントアウトして授業に

持参すること。紙媒体の資料の配布は行わない。 
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注意事項（Notice） 
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■AN340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN340／文学講義 １１０ 

(Lectures on Literature 110) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツのメルヘン 

担当者名 

（Instructor） 
矢羽々 崇(YAHABA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリムをはじめとするドイツ語圏のメルヒェンを知り，現在の私たちにとっての意味を考えます。 

 

This course aims to teach students about the German "Märchen" of Grimms and others and to consider what they mean for 

those living in Japan now. 

 

授業の内容（Course Contents） 

メルヒェンというジャンルの特性を学ぶことから始め，その歴史をグリムを中心に据えて捉えていきます。また，民間メルヒェン収

集とは別に，創作メルヒェンやパロディ，映像化，さらには日本における受容などについても検討します。 

 

Beginning with learning the characteristics of the genre "Märchen," its history is treated with a focus on Grimm's "Märchen." 

Also relevant are "Kunstmärchen" written by artists, parodies, visualizations, and their reception in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業計画，評価方法について，メルヒェンというジャンルの基礎 

2. メルヒェンの法則性：白雪姫は何回殺される？ 

3. グリム以前のヨーロッパのメルヒェン：赤ずきんは助からない？ 

4. グリム・メルヒェンの成立：子どものためだけに集めた？ 

5. グリム・メルヒェンを読む 1：「白雪姫」（1810 年初期稿〜1812 年初版） 

6. グリム・メルヒェンを読む 2：「白雪姫」（1819 年第 2 版〜1857 年第 7 版） 

7. グリム・メルヒェンを読む 3：「ラプンツェル」をさかのぼると… 

8. メルヒェンの映像化：グリムの「白雪姫」とディズニーの『白雪姫と 7 人のこびと』 

9. 創作メルヒェン：哲学的なメルヒェン？ 

ノヴァーリス「ヒアシンスとバラのメルヒェン」 

10. グリム以後のメルヒェン 1：ハッピーエンドなきメルヒェン？ 

アンデルセン「人魚姫」 

11. グリム以後のメルヒェン 2：メルヒェンというジャンルは死んだ？ 

ケストナー『エーミールと探偵たち』 

12. メルヒェンのパロディ：メルヒェンの可能性 

トラクスラー『ヘンゼルとグレーテルの真実』 

13. 日本でのグリム受容：「エログログリム」に騙されないで！ 

14. 最終授業時筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

できるだけオリジナルのメルヒェンを読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

3 回以上の欠席は評価の対象としません。遅刻や途中退席も，場合によっては欠席扱いとします。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業時にコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野村泫（訳）、2005、『完訳グリム童話集』、筑摩書房 
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2. 小澤俊夫、2012、『グリム童話 200 歳：日本昔話との比較』、小澤昔ばなし研究書 

3. フロイント、2007、『若い読者のためのメルヘン』、中央公論美術出版 

4. 大野寿子（編）、2017、『グリム童話と表象文化』、勉誠出版 

その他，適宜授業中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的に授業に参加してくれることを期待します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN341／文学講義 １１１ 

(Lectures on Literature 111) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ゲーテの時代 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「文学講義 111（ゲーテの世界）」 

文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゲーテの生きた時代（1749−1832）の文化と思想の様相を、博物学（Naturgeschichte）の観点から考察する。博物学とのゲーテの

関わりを明らかにしつつ、ゲーテの前の時代と同時代のヨーロッパの知的状況、および比較文化の観点から、江戸期の日本の博

物学の様相にも光をあてて、合わせて考察する。 

 

To inquiry the period (which covers Goethes life time) from the views of Natural History. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「自然史・博物学」とは、ヨーロッパでも日本でも、とりわけ 17 世紀から 18 世紀にかけて流行した、一種の百科全書的な知であ

る。範囲は、宇宙の創造にはじまり、地球の歴史（地質学）、宗教とその歴史、地理学、植物・園芸（本草学）、動物・昆虫、これら

を描写する絵画、詩・文学、音楽、医学、物理学、気象学と、結局は人間の関心の赴く対象全てである。講義では、ゲーテその人

の観点、ゲーテの前と同時代におけるヨーロッパの様々な思想家の観点、そしてゲーテと同時代における日本における博物学の

状況を明らかにしようとする。 

 

To introduce the structure of Natural History in the German modern times and to discover way of thinking which is typical in 

Europe comparing Japanese Natural History in Edo period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゲーテの前の時代における博物学ー古代 

2. ゲーテの前の時代における博物学 IIーバロック 

3. ゲーテの前の時代における博物学 IIIーバロック 

4. ゲーテと同時代における博物学 I 

5. ゲーテと同時代における博物学 II 

6. ゲーテと同時代における博物学 III 

7. 博物学へのゲーテの眼差し I 

8. 博物学へのゲーテの眼差し II 

9. 博物学へのゲーテの眼差し III 

10. 江戸の博物学 I 

11. 江戸の博物学 II 

12. 江戸の博物学 III 

13. まとめ I 

14. まとめ II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示された文献を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と複数回出す課題(60%) 

学期中の中間レポート 1 回と最終レポート１回、合計 2 回レポートを提出してもらう。３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN342／文学講義 １１２ 

(Lectures on Literature 112) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの近代社会と思想 

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） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「文学講義 112（ドイツの身体文化）」 

オンデマンド授業 

文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

群集論・大衆論の系譜を辿りながら、ドイツさらにはヨーロッパの思想史を概観する。 

 

This course aims to teach students basic knowledge about the history of German thought. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 デモや暴動など、「群集」が世界の注目を集めている。 

 本授業では、群集論という観点から、ドイツさらにはヨーロッパの文学と思想を概観する。群集は社会学や政治学のみならず、

哲学、歴史学、心理学等においても重要な研究対象として取り上げられてきた。また文学や絵画、映画等の芸術においても、群

集を中心的なテーマに据えた作品は多い。ドイツを中心とするヨーロッパにおいて人間集団（群集、大衆、公衆、共同体など）が歴

史的にどのように論じられ、表象されてきたのかを様々な論考や作品を例に検討する。その際には、群集を管理し、コントロール

しようとする権力の問題、また人間集団を媒介し、（不）可視化するメディアの問題も併せて考察の対象となるだろう。 

 

This course aims to cover a discourse history of mass/crowd from the 19th to the 20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「群集」というテーマ・言葉・概念 

2. 近代ドイツ文学における群集：クライスト、ゲーテ、モーリッツ 

3. フランスの群集論：ル・ボン『群集心理』とタルド『世論と群集』 

4. 大都市の群集と「文学」：ポー、ボードレール、ベンヤミン、ジンメル 

5. 第一次世界大戦の群集：ツヴァイク、ユンガー 

6. 指導者と群集：フロイト『集団心理学と自我分析』 

7. 群集から大衆へ：オルテガ『大衆の反逆』 

8. 映画と群集：映画『戦艦ポチョムキン』、『意志の勝利』 

9. 全体主義と大衆：アーレント『全体主義の起源』『エルサレムのアイヒマン』 

10. 群集の特徴：カネッティ『群集と権力』 

11. 映画『ウェイブ』における集団心理 

12. 組織・命令・権力：ミルグラム『服従の心理』 

13. メディアと群集：アンダースとフルッサー 

14. 現代の群集：スローターダイク『大衆の侮蔑』 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げた文献は、図書館などを利用して可能な限り読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントシート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(20%) 

正当な理由なく３回欠席した場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリント（パワーポイントの印刷および引用の資料）を配布し、関連映像も観る予定。授業の進度や履修者の関心に応じて、

授業内容が前後する可能性がある。 

 

参考文献（Readings） 

1. セルジュ・モスコヴィッシ、1984、『群衆の時代』、法政大学出版局 

2. 今村仁司、1996、『群衆―モンスターの誕生』、ちくま新書 

3. 港千尋、2002、『群衆論』、ちくま学芸文庫 



 - 1346 - 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特別な予備知識は必要としない。授業では多くの作品（翻訳からの引用の抜粋）や参考文献を紹介、解説する予定なので、幅広

い関心をもった読書欲のある学生の履修を期待する。講義内容と計画は履修者の関心や人数に応じて変更の可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN344／文学講義 １１４ 

(Lectures on Literature 114) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの音楽・舞台芸術 

担当者名 

（Instructor） 
江口 直光(EGUCHI NAOAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの音楽劇（オペラ、オペレッタ、ミュージカル等）をテーマとし、このジャンルの特質と社会的・精神史的背景を学ぶ。 

 

German musical theater (operas, operettas, musicals etc.) will be the theme of this class. Students will study characteristics of 

this genre, as well as social and intellectual contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語で歌われ、演じられる音楽劇（オペラ、オペレッタ、ミュージカル等）の代表的な作品を時代順に取り上げ、映像資料を視

聴しながら作品のさまざまな側面を多角的に考察する。 

 

This class will treat master works of musical dramas sung and played in German in chronological order. While watching video 

materials, students will conduct analysis from multiple perspectives of these works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入、近代的音楽劇（オペラ）の成立 

2. 啓蒙思想と音楽劇：《後宮からの誘拐》（1） 

3.  啓蒙思想と音楽劇：《後宮からの誘拐》（2） 

4. フランス革命と音楽劇：《フィデリオ》（1） 

5. フランス革命と音楽劇：《フィデリオ》（2） 

6. 総合芸術の夢：《ニーベルングの指環》（1） 

7. 総合芸術の夢：《ニーベルングの指環》（2） 

8. 笑いと感傷の音楽劇オペレッタ：《こうもり》（1） 

9. 笑いと感傷の音楽劇オペレッタ：《こうもり》（2） 

10. 世紀末文化と音楽劇：《ばらの騎士》（1） 

11. 世紀末文化と音楽劇：《ばらの騎士》（2） 

12. ヴァイマル文化と音楽劇：《ヴォツェック》、《三文オペラ》 

13. 現代の音楽劇ミュージカル：《エリザベート》 

14. まとめと補足 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて履修登録完了後に、Blackboard を通じてあるいは授業時に直接履修者に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/不定期に何回か提出するリアクションペーパー(40%) 

ドイツ文学専修の申し合わせ事項として、欠席 3 回で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず､ プリントを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・配布プリントは 1 回前の分まで教室に持参する｡欠席などの理由で 2 回以上前の分を必要とする場合は､ 各自で Blackboard

からダウンロードして入手すること｡ 

・プリントおよびリアクションペーパー用紙は､ 授業開始前に教卓ないしは前方のテーブル上から各自で受け取ること｡ 

・リアクションペーパーは出席点とは無関係である。たとえ提出しても、授業内容を把握していると判断できないようなもの、独自

の思考過程がうかがえないもの、他人のものやインターネットの記事を書き写したようなもの等は採点の対象にしない。 
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・ドイツ語に関する基礎的な知識を持っていたほうがより授業内容になじみやすいが、成績評価にあたってドイツ語に関する知識

の有無は問わない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN348／文学講義 １１８ 

(Lectures on Literature 118) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ中世の文学・文化 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 天出夫(MURASE AMADEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ中世盛期の女性神秘家たちとその「幻視文学（Visionsliteratur）」を考察する． 

 

The students will learn the “Visionsliteratur (vision literature)” composed by female mystics in the German High Middle Ages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う．ヒルデガルト・フォン・ビンゲン(1098－1179)やメヒティルト・フォン・マグデブルク(1207 頃－1282 頃)など中世盛

期の女性神秘家たちを中心に，文学史的ジャンルとしての「幻視」（ヴィジオ visio）の社会的・文化的機能を検討する． 

そのためにドイツ中世文化における「神秘思想」（Mystik）を文学史的・ドイツ語史的・キリスト教史的・知識論的観点から解説す

る． 

 

Students will learn early modern academic revolution Paracelsianism in German speaking areas organized by 16th century 

doctor Paracelsus and his supporters. Focusing on mystics in the High Middle Ages, e.g. Hildegard von Bingen (1098－1179) and 

Mechthild von Magdeburg (ca. 1207－ca.1282), students will learn the “visio (vision)” as literary category and its socio-cultural 

functions.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ドイツ中世文学・文化概略１ 

2. ドイツ中世文学・文化概略２ 

3. ドイツ中世文学・文化概略３ 

4. 中世盛期の女性神秘家たち 

5. ヒルデガルト・フォン・ビンゲン（Hildegard von Bingen） 

6. メヒティルト・フォン・マグデブルク（Mechthild von Magdeburg） 

7. 「神秘思想」１：認識論的概念としての「神秘・ミュスティク」の文化的意味 

8. 「神秘思想」２：文学的・ドイツ語史的意味 

9. 「幻視文学」１：「幻視・ヴィジオ」の文学史的意味 

10. 「幻視文学」２：知識論的意味 

11. 「幻視文学」３：キリスト教史的意味 

12. 「幻視文学」４：女性神秘家たち 

13. 受容と展望：中世末期の「ドイツ神秘主義」（Deutsche Mystik）へ 

14. まとめとふりかえり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布されるテキストを事前に読んでおくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパーの内容を基準とする授業参加度(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に配布する． 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時では毎回リアクションペーパーに疑問・感想等を書いてもらいます。そして、それをもとにしたフィードバックも行っていきま
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す。積極的な授業参加を期待しています。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1351 - 

■AN401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN401／文学講義 １０１ 

(Lectures on Literature 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 学(WATANABE MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に日本語とドイツ語の事例，場合によっては英語その他の事例を参照しながら，社会とメディアと言語の関係，とりわけ現代に

おける言語の変容と多様性の問題点を照らし出します。その後，（異文化）コミュニケーションの諸問題に以降し，その社会文化

性にも触れながら言語研究・言語観察の技法を会得することを目標にします。その過程で，言語学・日本語学・ドイツ語学の基本

概念の理解を深めます。 

 

In this class, students will consider the relationship between society, media and language, especially as a matter of current 

linguistic variations and varieties. Students will also study them based on Japanese and German examples, by using English 

texts if necessary. After that, students will acquire techniques to conduct linguistic researches and observations, highlighting 

various issues concerning communication, cross-cultural communication, focusing also on their sociocultural aspects. At the 

same time, students will deepen their basic concepts about linguistics, especially Japanese, and German linguistics.   

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の授業計画に従って日本語・ドイツ語の現況，とりわけ世代・年齢・地域・使用場面等に応じた多様性を概観し，両言語の知

識を定着・深化させます。必要に応じて他にもできるだけ多くの言語・言語変種を参照し，日独語を観察・分析・記述する目を斬新

なものにし，相対化することも試みます。言語の問題から徐々により広いコミュニケーションの問題に移行し，人間関係や人間心

理の問題性にも言及します。授業への積極的参加（意見交換，ディスカッション等）を求め，学期末にはレポートを課します。 

 

Students will follow the lesson plan to strengthen their knowledge in both languages, especially in their varieties according to 

generation, age, area and setting. Students will also be engaged in dealing with as many languages and varieties as possible. 

They will achieve a whole new perspective when observing,  analyzing and describing Japanese and German languages. 

Students will also be guided to see problems of communication. Human relationship and psychology will also be issued in the 

lecture. Students must participate in classes actively (exchange opinions, discuss, and so on). They will submit reports at the 

end of semester.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―ことばのいろいろ― 

2. 日本語とドイツ語 

3. 世代からみた言語 

4. 地域からみた言語 

5. メディアと言語 

6. 言語の使用場面 

7. 言語（変種）の多様性（中間総括） 

8. 言語と行動 

9. 言語とコミュニケーション 

10. 異文化コミュニケーションの視座からの言語（１） 

11. 異文化コミュニケーションの視座からの言語（２） 

12. 異文化理解 

13. 言語とコミュニケーション 

14. 言語研究の未来 未来の言語研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントを授業後にも熟読し，授業内容を復習する授業時間外の学習を行なってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/意見表明・ディスカッションの内容(27%)/リアクションペーパーの内容(28%) 

無断で授業を欠席した場合，3 回の欠席でもって D 評価とします。 

 



 - 1352 - 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺学・山下仁編著、2014、『ドイツ語の社会語用論』、ひつじ書房 

2. 本名信行他編著、2005、『異文化理解とコミュニケーション１，２』、三修社 

3. 小泉保、1995、『言語学とコミュニケーション』、大学書林 

 さらに必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい説明をする第一回目の授業に必ず出席してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN403／文学講義 １０３ 

(Lectures on Literature 103) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの思想論 

担当者名 

（Instructor） 
川中子 義勝(KAWANAGO YOSHIKATSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ルターからバッハまで、宗教改革以降のドイツコラールの系譜をたどりつつ、近代初期の思想と信仰の変遷について理解を深め

る。 

 

This course aims to trace the development of German chorale since the Reformation, from Luther to Bach, and thus, to deepen 

understanding of thoughts and beliefs in the early modern era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Ｊ・Ｓ・バッハのカンタータ作品を取り上げつつ、教会暦に基づいた彼の宗教音楽の世界を紹介する。それにより、近代初期におけ

る宗教と詩文学の関係についての理解を深める。バッハはほとんど毎週、日曜礼拝のために、コラールや宗教詩に曲を付すこと

により、少なくとも一曲のカンタータを作曲した。それらの詩文学は、ルター以降多くの詩人たちによって記され、宗教民謡として民

衆の内に根付いていた。講義では、Ｐｈ・ニコライ、Ｊ・ヘールマン、Ｐ・ゲルハルトなどの作品を読んでゆく。バッハは彼らのコラー

ルをどのように解釈したか？ 

 

Students listen to Johann Sebastian Bach's  cantatas and are introduced to his world of religious music based on the 

ecclesiastical calendar. That way they deepen their understanding of the relationship between religion and lyrical literature in 

the early modern era. By setting chorales or religious poems to music, Bach composed at least one cantata almost every week 

for church services. Lyrical literature of that sort, written by many poets since Luther, had taken root in people's lives as 

religious folk songs. Students read chorales of Martin Luther and such other poets as Philipp Nicolai, Johann Heermann, Paul 

Gerhardt, and so forth. How did Bach interpret their chorales? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、ルターと宗教改革(1)、ルター「深き淵より我は汝に叫ぶ」／同名カンタータ BWV38 

2. ルターと宗教改革(2)、ルター「キリストは死の縄目に繋がれたり」／同名カンタータ BWV4 

3. 宗教改革期のコラール(1)、Ｊ・グラーマン「いざ、わが魂よ、主を讃えよ」／モテット「主に向かいて新しき歌を歌え」BWV225 

4. 宗教改革期のコラール(2)、アルブレヒト侯「わが神の御心こそ恒に成るなれ」／同名カンタータ BWV111 

5. 対抗宗教改革期(1)、Ｊ・レオン「わがことは神に託せり」／カンタータ「神の時は至上の時」BWV106 

6. 対抗宗教改革期(2)、Ｐｈ・ニコライ「暁の星はいかに美しきかな」／同名カンタータ BWV1 

7. 三十年戦争期(1)、Ｍ・フランク「いかに儚き、いかに虚しき」／同名カンタータ BWV26 

8. 三十年戦争期(2)、Ｊ・ヘールマン「おお神よ、汝 恵み深き神よ」／カンタータ「けがれなき心」BWV24 

9. 三十年戦争期(3)、Ｊ・リスト「イエスよ、汝 わが魂を」／同名カンタータ BWV78 

10. 三十年戦争期(4)、Ｊ・フランク「イエスよ、わが喜び」／同名モテット BWV227 

11. 三十年戦争期(5)、Ｐ・ゲルハルト「我は汝が馬槽の前に立ち」／「クリスマス・オラトリオ」BWV248 

12. 敬虔主義初期(1)、Ｓ・ローディガスト「神の御業こそいと良けれ」／同名カンタータ BWV98 他 

13. 敬虔主義初期(2)、Ｊ・ネアンダー「力つよき誉れの主を讃えよ」／同名カンタータ BWV137 

14. バッハに歌詞台本を提供した詩人たち、Ｓ・フランク、Ｅ・ノイマイスター、他／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後、毎回の授業時にそのつど行う。講義では毎回テクストをプリントして配布するが、テクスト

についての考察を深めることを、復習として心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への積極的な参加(50%)/毎回のリアクションペーパー(30%)/最終課題(20%) 

正当な理由のない欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 川中子義勝、2010、『詩人イエスードイツ文学から見た聖書詩学・序説』、教文館 (ISBN:978-4-7642-7308-5) 

2. 川中子義勝、1996、『北の博士・ハーマン』、沖積舎 (ISBN:4-8060-4618-3) 

3. 川中子義勝、1996、『ハーマンの思想と生涯ー十字架の愛言者』、教文館 (ISBN:4-7462-6530-3) 

4. ベルンハルト・ガイェック、2009、『神への問いードイツ詩における神義論的問いの由来と行方』、土曜美術社出版販売 

(ISBN:978-4-8120-1736-4) 

5. ルドルフ・ボーレン、2017、『祈るーパウロとカルヴァンとともに』、教文館 (ISBN:978-4-7642-6731-2) 

6. 川中子義勝、2019、『川中子義勝詩集』、土曜美術社出版販売 (ISBN:978-4-8120-2518-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN404／文学講義 １０４ 

(Lectures on Literature 104) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語論 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ドイツおよびヨーロッパにおける、言語に対する様々なとらえ方の変遷をたどる。 

・ドイツ語およびドイツの言語文化の歴史をたどり、現代のドイツ語に対する理解を深める。 

 

The purposes of this course are for students to learn the evolution of various thoughts about language in Germany and the 

whole of Europe and to deepen their understanding of Modern German by learning the history of the German language and the 

German linguistic culture.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「言語とはどのようなものであるのか」という問いは、古くから人間の考察の重要な対象となってきました。この授業では、ドイツお

よびヨーロッパにおける、言語に対する様々なとらえ方の変遷・言語に関する営みの発展を追い、19 世紀の印欧語比較言語学

の誕生によって、言語に対する考察が科学として成立した過程をたどります。また、20 世紀以降、一部は比較言語学に対するア

ンチテーゼとして登場した様々な言語研究の方法を紹介することで、現代言語学の多彩な姿にふれていきます。 

 

The question "what is language?" has long been an important subject of human thought. In this course, students learn the 

various historical understandings of language and the evolution of the linguistic culture in Germany and Europe. These finally 

reached the birth of linguistics as a science in the 19th century when the Indo-European comparative method was developed. 

Students also learn today's various modern linguistic methods that appeared in part as  antitheses to comparative linguistics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 言語学＝文法？ 

2. 古典ギリシャ・ローマ時代の言語観 

3. 中世ヨーロッパの言語観・聖書の言語観 

4. ドイツ語の歴史 古高ドイツ語時代の言語観 

5. ドイツ語の歴史 中高ドイツ語時代の言語観 

6. ドイツ語の歴史 新高ドイツ語 標準ドイツ語・規範文法の成立 

7. 近代ヨーロッパの言語論 1 

8. 近代ヨーロッパの言語論 2 

9. 言語学の誕生－比較言語学 

10. ソシュールの研究 通時言語学と共時言語学 

11. 現代の言語学 生成文法理論など 

12. 現代の言語学 認知言語学・語用論など 

13. 現代の言語学 文法化理論など 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内でその都度指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (出席および授業内課題 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 須澤通・井出万秀、2009、『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』、郁文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN409／文学講義 １０９ 

(Lectures on Literature 109) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
美留町 義雄(BIRUMACHI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・「個人」や「自然」、あるいは、「愛」と「生」、そして「自由」など、近代という時代を標榜するタームが、いかに成立したのか理解で

きるようになる。 

・ドイツをはじめとするヨーロッパ文化の諸影響を理解し、日本の文化を相対的に把握できるようになる。 

・ゲーテをはじめとするドイツ文学、および、夏目漱石や森鴎外等の日本文学を、近代の精神史の中で理解できるようになる。 

 

This course aims to (1) explain how modern terms and conceptions such as “individualism,” “nature,” “love,” “life,” and 

“freedom” have been established and (2) acquire knowledge about German and Japanese literature, focusing on works of 

Johann Wolfgang Goethe, Natsume Soseki, and Mori Ogai in the context of the modern philosophical tradition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義のテーマは、「文化論から読み解く文学作品」です。日本とドイツの近・現代文学や思想、さらには漫画やアニメなどのサ

ブ・カルチャーをも題材にして、それらを、自然、愛（性）、時間、身体、交通、メディア、ファッション等、さまざまな文化的視点から、

読み解いて行く予定です。特に、「都市と文学」に重点を置き、都市という人工的な環境の中で生き始めた人間たちの姿を、生活

様式の近代化のプロセスのうちに探ってゆきます。講義では、ドイツと日本の比較の他に、こうした「前近代」と「近代以降」の価値

観の転換という問題に繰り返し触れることになるでしょう。個々の授業内容については、「授業計画」を参照して下さい。 

 

This course aims to cover Japanese and German modern and contemporary literature and thought, as well as with manga and 

anime, which are interpreted from various cultural perspectives such as nature, gender, time, media, and fashion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『一寸法師』と『シンデレラ』 ～書き換えの問題性 

2. 生の発見 ～「メメント・モリ」からゲーテへ 

3. 自然の発見Ⅰ ～『ハイジ』をめぐって 

4. 自然の発見Ⅱ ～日本文学における「風景」 

5. 女性の発見 ～『人形の家』から『青鞜』へ 

6. セクシュアリティについてⅠ ～「恋」から「愛」の変容 

7. セクシュアリティについてⅡ ～同性愛と文学 

8. 時間の発見Ⅰ ～「タイム・イズ・マネー」と漱石の『猫』 

9. 時間の発見Ⅱ ～M.エンデ『モモ』を読む 

10. 子どもの発見Ⅰ ～絵画、文学、子守歌 

11. 子どもの発見Ⅱ ～『グリム童話』の問題性 

12. 交通機関と文学Ⅰ ～鷗外のベルリン 

13. 交通機関と文学Ⅱ ～『三四郎』の東京 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・指定された文献、映像資料は、あらかじめ講読、視聴しておくこと。 

・各自の関心に応じて、授業中に紹介された文献、資料を読み、期末レポート作成に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回の授業におけるミニレポート(40%) 

やむを得ない事由を除き 15 分以上の遅刻・早退は欠席扱いとし、欠席 3 回以上は単位を取得できない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、教員が作成したプリントを毎回配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 柴田翔、2019、『詩に映るゲーテの生涯』、鳥影社 (ISBN:4862657265) 

2. 小泉武栄、2005、『登山の誕生』、中公新書 (ISBN:4121015924) 

3. 木村敏、2008、『自分ということ』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480091440) 

4. 柄谷行人、2009、『日本近代文学の起源』、講談社文芸文庫 (ISBN:4062900416) 

5. 溝口彰子ほか、2015、『BL進化論』、太田出版 (ISBN:4778314417) 

6. フィリップ・アリエス、1980、『〈子供〉の誕生』、みすず書房 (ISBN:4622018322) 

7. ゲルハルト・ロッスム、1999、『時間の歴史』、大月書店 (ISBN:4272510053) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義科目ですが、受講生の意見等を聞きながら、双方向の授業運営を目指します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN413／文学講義 １１３ 

(Lectures on Literature 113) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの都市文化 

担当者名 

（Instructor） 
柚木 理子(YUKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多種多様な人々をのみこむ混沌とした都市における家族を中心とした日常生活から，現代ドイツの都市文化について理解を深め

ていきます。 

 

This course aims for students to deepen their understanding about life and urban culture in modern Germany from a gender 

perspective, focusing on everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な問題を抱えながらも，社会的基盤を再構築しまた諸政策を施して持続可能な社会形成に向けて取り組んでいるドイツ社会

を，統計資料や多様な映像資料を用いながら講義していきます。その際，受講者との議論を交え，日本との比較を加えながら現

代ドイツの課題を考察していきます。 

 

This course focuses on German society, which tackles various issues for formation of a sustainable society through 

reconstruction of its social foundation and implementation of various policies. To do that, statistics and various auto visual 

materials are used. At the same time, students compare the situation with that of Japan, participate in discussion, and analyze 

issues in modern Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，テーマ設定 

2. ドイツ社会の基礎知識 

3. 現代のドイツの都市の特徴 

4. 都市のユニバーサルデザイン 

5. ワーク・ライフ・バランスを支える文化 

6. 家族の変容とジェンダー 

7. おひとりさまと都市文化 

8. 「多世代ハウス」 

9. 「女性たちの住まい」 

10. 貧困と格差社会 

11. 移民大国 ドイツ 

12. ドイツの外国人労働者 

13. 包摂型社会に向けて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インターネットを用いて，ドイツのメディアにアクセスし，アクチュアルなドイツの姿に触れてみよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 

成績評価を受けたい者は、中間レポートも必ず提出すること。中間レポート未提出者は最終レポートを提出できません。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー（兼出席票）40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 影山穂波、2004、『都市空間とジェンダー』、古今書院 
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2. 姫岡とし子、2005、『ジェンダー化する社会―労働とアイデンティティの日独比較史』、岩波書店 

3. 原 ひろ子/大沢 真理編、1993、『変容する男性社会―労働、ジェンダーの日独比較』、新曜社 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN417／文学講義 １１７ 

(Lectures on Literature 117) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ハプスブルク帝国の文化 

担当者名 

（Instructor） 
桂 元嗣(KATSURA MOTOTSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ハプスブルク帝国時代の文化およびその後の中欧への影響について、ドイツ語圏と非ドイツ語圏との歴史的な問題をふまえつつ

理解できるようになる。 

 

This course aims to help students understand the culture of the Habsburg Empire and its effects on Central Europe, taking into 

account  historical issues between German-speaking and non-German-speaking areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ハプスブルク帝国時代の歴史と文学を、現在にまで至る影響をふまえつつ概観します。その際、1）チェコ人とドイツ語、2）ユダヤ

人の同化と反ユダヤ主義、3）オーストリア人のアイデンティティ、という 3 つのテーマに沿って説明します。 

 

This course introduces the history and literature of the Hapsburg Empire, taking into account its influences to the present. It 

focuses on three themes: 1) Czech and German, 2) Jewish assimilation and antisemitism, and 3) Austrian identity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. チェコ人とドイツ語（1）―ルドルフ 2 世の時代 

3. チェコ人とドイツ語（2）―チェコの言語政策と民族復興運動 

4. チェコ人とドイツ語（3） ―フランツ・カフカ 

5. チェコ人とドイツ語（4）―カレル・チャペック 

6. ユダヤ人の同化と反ユダヤ主義（1）―世紀末ウィーンのユダヤ人 

7. ユダヤ人の同化と反ユダヤ主義（2）―自由主義と反ユダヤ主義 

8. ユダヤ人の同化と反ユダヤ主義（3）―グスタフ・マーラー 

9. ユダヤ人の同化と反ユダヤ主義（4）―ヨーゼフ・ロート 

10. オーストリア人のアイデンティティ（1）―オーストリアとは？ 

11. オーストリア人のアイデンティティ（2）―「誰も望まなかった国」とその帰結 

12. オーストリア人のアイデンティティ（3）―戦後オーストリアと「犠牲者神話」 

13. オーストリア人のアイデンティティ（4）―ペーター・ハントケと歴史 

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） 

本講義ではハプスブルク帝国およびその後の中欧文化圏に関する様々な言説、文学作品、映像作品を取り上げます。いずれも

時間の都合上一部しか紹介できないため、関心を持ったテーマなり作品があれば、なるべく自ら手に取ってみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業へのコメント(40%) 

コメントの未提出が５回になると成績評価の対象とならなくなる。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class 

Points)40% (授業でのコメントペーパーの提出 40%)<BR>正当な理由のない欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桂元嗣、2020、『中央ヨーロッパー歴史と文学』、春風社 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤雅彦、2018、『図説 ハプスブルク帝国』、河出書房新社 
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2. ジャック・ル・リデー、2004、『中欧論 帝国から EUへ』、白水社 

3. 石川達夫、2000、『黄金のプラハ 幻想と現実の錬金術』、平凡社 

4. S・ベラー、2008、『世紀末ウィーンのユダヤ人』、刀水書房 

5. 西村雅樹、2009、『世紀末ウィーン文化探究―「異」への関わり』、晃洋書房 

6. 村山雅人、1995、『反ユダヤ主義 世紀末ウィーンの政治と文化』、講談社 

7. ヴェルナー・ベルクマン、1999、『「負の遺産」との取り組み』、三元社 

その他の参考書については授業内で紹介します。   

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN437 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN437／文学講義 １０７ 

(Lectures on Literature 107) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツのメディア論 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀末から 20 世紀前半のドイツ語圏の思想と文化についてメディア論という視点から理解を深めることを目指します。 

 

This course aims to help students deepen their understanding of German intellectual history and cultural discourses from the 

end of the 19th century to the early 20th century, from the viewpoint of media studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、19 世紀末から戦間期に至るドイツ語圏の思想を、ゲオルグ・ジンメル、ヴァルター・ベンヤミン、エルンスト・ユンガー、

ジークフリート・クラカウアーのテクストを手がかりに、都市、メディア、戦争との関連で論じ、ひとつの思想的系譜を仮説的に提示

することを試みます。 

 

This course provide a “genealogical” overview of German intellectual history from the end of the 19th century to the interwar 

period against its social and cultural background (urban culture, media development, World War I) by focusing on representative 

theoretical texts of Georg Simmel, Walter Benjamin, Ernst Juenger, and Siegfried Kracauer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（履修上の注意、本講義の目的と概要） 

2. 近代化する社会と知覚体験の変容（１） 

3. 近代化する社会と知覚体験の変容（２） 

4. ジンメルの都市論 

5. ジンメルの知覚論・メディア論 

6. ベンヤミンのメディア論（１） 

7. ベンヤミンのメディア論（２） 

8. ベンヤミンのメディア論（３） 

9. 理解度の確認と質疑 

10. ユンガーの戦争美学（１） 

11. ユンガーの戦争美学（２） 

12. クラカウアーの大衆文化論（１） 

13. クラカウアーの大衆文化論（２） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の指定された部分をあらかじめ読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(25%)/リアクションペーパー(25%)/中間レポート(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

最終テストは教場レポートとなる。無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (78-4-88303-344-7) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の資料は事前に Blackboardにアップロードするので、受講者は各自ダウンロードし、必要に応じでプリントアウトして授業に

持参すること。紙媒体の資料の配布は行わない。 
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注意事項（Notice） 
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■AN440 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN440／文学講義 １１０ 

(Lectures on Literature 110) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツのメルヘン 

担当者名 

（Instructor） 
矢羽々 崇(YAHABA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリムをはじめとするドイツ語圏のメルヒェンを知り，現在の私たちにとっての意味を考えます。 

 

This course aims to teach students about the German "Märchen" of Grimms and others and to consider what they mean for 

those living in Japan now. 

 

授業の内容（Course Contents） 

メルヒェンというジャンルの特性を学ぶことから始め，その歴史をグリムを中心に据えて捉えていきます。また，民間メルヒェン収

集とは別に，創作メルヒェンやパロディ，映像化，さらには日本における受容などについても検討します。 

 

Beginning with learning the characteristics of the genre "Märchen," its history is treated with a focus on Grimm's "Märchen." 

Also relevant are "Kunstmärchen" written by artists, parodies, visualizations, and their reception in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業計画，評価方法について，メルヒェンというジャンルの基礎 

2. メルヒェンの法則性：白雪姫は何回殺される？ 

3. グリム以前のヨーロッパのメルヒェン：赤ずきんは助からない？ 

4. グリム・メルヒェンの成立：子どものためだけに集めた？ 

5. グリム・メルヒェンを読む 1：「白雪姫」（1810 年初期稿〜1812 年初版） 

6. グリム・メルヒェンを読む 2：「白雪姫」（1819 年第 2 版〜1857 年第 7 版） 

7. グリム・メルヒェンを読む 3：「ラプンツェル」をさかのぼると… 

8. メルヒェンの映像化：グリムの「白雪姫」とディズニーの『白雪姫と 7 人のこびと』 

9. 創作メルヒェン：哲学的なメルヒェン？ 

ノヴァーリス「ヒアシンスとバラのメルヒェン」 

10. グリム以後のメルヒェン 1：ハッピーエンドなきメルヒェン？ 

アンデルセン「人魚姫」 

11. グリム以後のメルヒェン 2：メルヒェンというジャンルは死んだ？ 

ケストナー『エーミールと探偵たち』 

12. メルヒェンのパロディ：メルヒェンの可能性 

トラクスラー『ヘンゼルとグレーテルの真実』 

13. 日本でのグリム受容：「エログログリム」に騙されないで！ 

14. 最終授業時筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

できるだけオリジナルのメルヒェンを読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

3 回以上の欠席は評価の対象としません。遅刻や途中退席も，場合によっては欠席扱いとします。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (リアクションペーパー40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業時にコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野村泫（訳）、2005、『完訳グリム童話集』、筑摩書房 
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2. 小澤俊夫、2012、『グリム童話 200 歳：日本昔話との比較』、小澤昔ばなし研究書 

3. フロイント、2007、『若い読者のためのメルヘン』、中央公論美術出版 

4. 大野寿子（編）、2017、『グリム童話と表象文化』、勉誠出版 

その他，適宜授業中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的に授業に参加してくれることを期待します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN441／文学講義 １１１ 

(Lectures on Literature 111) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ゲーテの時代 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

2019 年度まで「文学講義 111（ゲーテの世界）」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゲーテの生きた時代（1749−1832）の文化と思想の様相を、博物学（Naturgeschichte）の観点から考察する。博物学とのゲーテの

関わりを明らかにしつつ、ゲーテの前の時代と同時代のヨーロッパの知的状況、および比較文化の観点から、江戸期の日本の博

物学の様相にも光をあてて、合わせて考察する。 

 

To inquiry the period (which covers Goethes life time) from the views of Natural History. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「自然史・博物学」とは、ヨーロッパでも日本でも、とりわけ 17 世紀から 18 世紀にかけて流行した、一種の百科全書的な知であ

る。範囲は、宇宙の創造にはじまり、地球の歴史（地質学）、宗教とその歴史、地理学、植物・園芸（本草学）、動物・昆虫、これら

を描写する絵画、詩・文学、音楽、医学、物理学、気象学と、結局は人間の関心の赴く対象全てである。講義では、ゲーテその人

の観点、ゲーテの前と同時代におけるヨーロッパの様々な思想家の観点、そしてゲーテと同時代における日本における博物学の

状況を明らかにしようとする。 

 

To introduce the structure of Natural History in the German modern times and to discover way of thinking which is typical in 

Europe comparing Japanese Natural History in Edo period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゲーテの前の時代における博物学ー古代 

2. ゲーテの前の時代における博物学 IIーバロック 

3. ゲーテの前の時代における博物学 IIIーバロック 

4. ゲーテと同時代における博物学 I 

5. ゲーテと同時代における博物学 II 

6. ゲーテと同時代における博物学 III 

7. 博物学へのゲーテの眼差し I 

8. 博物学へのゲーテの眼差し II 

9. 博物学へのゲーテの眼差し III 

10. 江戸の博物学 I 

11. 江戸の博物学 II 

12. 江戸の博物学 III 

13. まとめ I 

14. まとめ II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示された文献を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と複数回出す課題(60%) 

学期中の中間レポート 1 回と最終レポート１回、合計 2 回レポートを提出してもらう。３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN442／文学講義 １１２ 

(Lectures on Literature 112) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

2019 年度まで「文学講義 112（ドイツの近代社会と思想）」 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

群集論・大衆論の系譜を辿りながら、ドイツさらにはヨーロッパの思想史を概観する。 

 

This course aims to teach students basic knowledge about the history of German thought. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 デモや暴動など、「群集」が世界の注目を集めている。 

 本授業では、群集論という観点から、ドイツさらにはヨーロッパの文学と思想を概観する。群集は社会学や政治学のみならず、

哲学、歴史学、心理学等においても重要な研究対象として取り上げられてきた。また文学や絵画、映画等の芸術においても、群

集を中心的なテーマに据えた作品は多い。ドイツを中心とするヨーロッパにおいて人間集団（群集、大衆、公衆、共同体など）が歴

史的にどのように論じられ、表象されてきたのかを様々な論考や作品を例に検討する。その際には、群集を管理し、コントロール

しようとする権力の問題、また人間集団を媒介し、（不）可視化するメディアの問題も併せて考察の対象となるだろう。 

 

This course aims to cover a discourse history of mass/crowd from the 19th to the 20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「群集」というテーマ・言葉・概念 

2. 近代ドイツ文学における群集：クライスト、ゲーテ、モーリッツ 

3. フランスの群集論：ル・ボン『群集心理』とタルド『世論と群集』 

4. 大都市の群集と「文学」：ポー、ボードレール、ベンヤミン、ジンメル 

5. 第一次世界大戦の群集：ツヴァイク、ユンガー 

6. 指導者と群集：フロイト『集団心理学と自我分析』 

7. 群集から大衆へ：オルテガ『大衆の反逆』 

8. 映画と群集：映画『戦艦ポチョムキン』、『意志の勝利』 

9. 全体主義と大衆：アーレント『全体主義の起源』『エルサレムのアイヒマン』 

10. 群集の特徴：カネッティ『群集と権力』 

11. 映画『ウェイブ』における集団心理 

12. 組織・命令・権力：ミルグラム『服従の心理』 

13. メディアと群集：アンダースとフルッサー 

14. 現代の群集：スローターダイク『大衆の侮蔑』 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げた文献は、図書館などを利用して可能な限り読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントシート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(20%) 

正当な理由なく３回欠席した場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリント（パワーポイントの印刷および引用の資料）を配布し、関連映像も観る予定。授業の進度や履修者の関心に応じて、

授業内容が前後する可能性がある。 

 

参考文献（Readings） 

1. セルジュ・モスコヴィッシ、1984、『群衆の時代』、法政大学出版局 

2. 今村仁司、1996、『群衆―モンスターの誕生』、ちくま新書 
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3. 港千尋、2002、『群衆論』、ちくま学芸文庫 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特別な予備知識は必要としない。授業では多くの作品（翻訳からの引用の抜粋）や参考文献を紹介、解説する予定なので、幅広

い関心をもった読書欲のある学生の履修を期待する。講義内容と計画は履修者の関心や人数に応じて変更の可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN444 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN444／文学講義 １１４ 

(Lectures on Literature 114) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの音楽・舞台芸術 

担当者名 

（Instructor） 
江口 直光(EGUCHI NAOAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの音楽劇（オペラ、オペレッタ、ミュージカル等）をテーマとし、このジャンルの特質と社会的・精神史的背景を学ぶ。 

 

German musical theater (operas, operettas, musicals etc.) will be the theme of this class. Students will study characteristics of 

this genre, as well as social and intellectual contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語で歌われ、演じられる音楽劇（オペラ、オペレッタ、ミュージカル等）の代表的な作品を時代順に取り上げ、映像資料を視

聴しながら作品のさまざまな側面を多角的に考察する。 

 

This class will treat master works of musical dramas sung and played in German in chronological order. While watching video 

materials, students will conduct analysis from multiple perspectives of these works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入、近代的音楽劇（オペラ）の成立 

2. 啓蒙思想と音楽劇：《後宮からの誘拐》（1） 

3.  啓蒙思想と音楽劇：《後宮からの誘拐》（2） 

4. フランス革命と音楽劇：《フィデリオ》（1） 

5. フランス革命と音楽劇：《フィデリオ》（2） 

6. 総合芸術の夢：《ニーベルングの指環》（1） 

7. 総合芸術の夢：《ニーベルングの指環》（2） 

8. 笑いと感傷の音楽劇オペレッタ：《こうもり》（1） 

9. 笑いと感傷の音楽劇オペレッタ：《こうもり》（2） 

10. 世紀末文化と音楽劇：《ばらの騎士》（1） 

11. 世紀末文化と音楽劇：《ばらの騎士》（2） 

12. ヴァイマル文化と音楽劇：《ヴォツェック》、《三文オペラ》 

13. 現代の音楽劇ミュージカル：《エリザベート》 

14. まとめと補足 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて履修登録完了後に、Blackboard を通じてあるいは授業時に直接履修者に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/不定期に何回か提出するリアクションペーパー(40%) 

ドイツ文学専修の申し合わせ事項として、欠席 3 回で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず､ プリントを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・配布プリントは 1 回前の分まで教室に持参する｡欠席などの理由で 2 回以上前の分を必要とする場合は､ 各自で Blackboard

からダウンロードして入手すること｡ 

・プリントおよびリアクションペーパー用紙は､ 授業開始前に教卓ないしは前方のテーブル上から各自で受け取ること｡ 

・リアクションペーパーは出席点とは無関係である。たとえ提出しても、授業内容を把握していると判断できないようなもの、独自

の思考過程がうかがえないもの、他人のものやインターネットの記事を書き写したようなもの等は採点の対象にしない。 
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・ドイツ語に関する基礎的な知識を持っていたほうがより授業内容になじみやすいが、成績評価にあたってドイツ語に関する知識

の有無は問わない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN448 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN448／文学講義 １１８ 

(Lectures on Literature 118) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ中世の文学・文化 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 天出夫(MURASE AMADEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ中世盛期の女性神秘家たちとその「幻視文学（Visionsliteratur）」を考察する． 

 

The students will learn the “Visionsliteratur (vision literature)” composed by female mystics in the German High Middle Ages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う．ヒルデガルト・フォン・ビンゲン(1098－1179)やメヒティルト・フォン・マグデブルク(1207 頃－1282 頃)など中世盛

期の女性神秘家たちを中心に，文学史的ジャンルとしての「幻視」（ヴィジオ visio）の社会的・文化的機能を検討する． 

そのためにドイツ中世文化における「神秘思想」（Mystik）を文学史的・ドイツ語史的・キリスト教史的・知識論的観点から解説す

る． 

 

Students will learn early modern academic revolution Paracelsianism in German speaking areas organized by 16th century 

doctor Paracelsus and his supporters. Focusing on mystics in the High Middle Ages, e.g. Hildegard von Bingen (1098－1179) and 

Mechthild von Magdeburg (ca. 1207－ca.1282), students will learn the “visio (vision)” as literary category and its socio-cultural 

functions.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ドイツ中世文学・文化概略１ 

2. ドイツ中世文学・文化概略２ 

3. ドイツ中世文学・文化概略３ 

4. 中世盛期の女性神秘家たち 

5. ヒルデガルト・フォン・ビンゲン（Hildegard von Bingen） 

6. メヒティルト・フォン・マグデブルク（Mechthild von Magdeburg） 

7. 「神秘思想」１：認識論的概念としての「神秘・ミュスティク」の文化的意味 

8. 「神秘思想」２：文学的・ドイツ語史的意味 

9. 「幻視文学」１：「幻視・ヴィジオ」の文学史的意味 

10. 「幻視文学」２：知識論的意味 

11. 「幻視文学」３：キリスト教史的意味 

12. 「幻視文学」４：女性神秘家たち 

13. 受容と展望：中世末期の「ドイツ神秘主義」（Deutsche Mystik）へ 

14. まとめとふりかえり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布されるテキストを事前に読んでおくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパーの内容を基準とする授業参加度(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に配布する． 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時では毎回リアクションペーパーに疑問・感想等を書いてもらいます。そして、それをもとにしたフィードバックも行っていきま
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す。積極的な授業参加を期待しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ａ 

(Introductive Seminars in French D1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスとは何かを考える 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門教育に向けて，フランスの社会や文化についての基礎的な知識を学ぶ。また文献検索や発表の手法、レポート等の書き方

を学ぶ。 

 

Students will acquire basic knowledge about French society and culture to prepare themselves for specialized subjects. In 

addition, students will learn how to write reports, search, and present literatures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスがどのような国なのか，歴史、政治，経済，宗教，文化などの分野からいくつかのテーマをとりあげ，日本と比較しながら

その特徴を探っていきます。配布資料を議論の出発点とします。受講者はグループにわかれ，各グループが指定されたテーマに

ついて調査・発表をします。発表をもとに，クラス全員で意見を交換し，さらに理解を深めていきます。 

また図書館やインターネットでの資料検索の仕方，発表の方法などを学びます。学期末には各自が関心のあるテーマを選び，レ

ポートにまとめ提出してもらいます。 

 

Students will be exposed to several areas including, history, politics, economy, religion, and culture to help them learn about 

France as a country. Students will compare France and Japan in these areas and search for its characteristics. Discussions will 

be held based on distributed materials. Students will be divided into groups. Each group will research and present specific 

subjects. Based on these presentations, all class members will exchange their opinions to further deepen their understandings. 

Furthermore, students will learn how to search for information in library and online, as well as doing presentation. At the end of 

semester, students will select subjects they are interested in and submit their findings in reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業。 

2. 演習作業１。 

3. 演習作業２。 

4. 演習作業３。 

5. 演習作業４。 

6. 演習作業５。 

7. 中間総括。 

8. 発表１。 

9. 発表２。 

10. 発表３。 

11. 演習作業６。 

12. 演習作業７。 

13. 演習作業８。 

14. 総括。レポート提出。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示されたテクストを熟読し、さらには自分の担当する報告、最終レポートに向けて資料調査を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/課題(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料配布。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業の際に指示（プリント配布）。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ｂ 

(Introductive Seminars in French D1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスにかんする基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
昼間 賢(HIRUMA KEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス（共和国）の地理、歴史、宗教、言語、文明／文化、社会の特徴について、もっとも基本的な事柄を学習する。 

 

Students will learn about basics of France (République) geographic, historical, religious, linguistic, civilization/cultural, and social 

characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記授業計画のとおり、始めの数回は講義し、続いてグループ学習に移る。最初から本格的に学ぶというより、広く一般的に共

有されているフランスのイメージをより確かな知識に替えていくような作業を、仲間たちと試みる。下記テキストを用いる。 

 

Based on the following class planning, students will attend classes for the first few times before moving on to group learning. 

Students will not immediately immerse themselves in deep learning from the beginning. Students will work with their classmates 

to convert widely known notions about France into precise knowledge. The following textbooks will be used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. フランスという国の成り立ち（１） 

3. フランスという国の成り立ち（２） 

4. パリ＆フランス社会にかんする映像 

5. フランス語の歴史（１） 

6. フランス語の歴史（２） 

7. 文献の読み方、調べ方、発表用資料の作り方（図書館見学） 

8. 現代政治活動の基礎用語：保守／リベラル、右派／左派、ポピュリズム 

9. 現代経済政策の基礎用語：ネオリベラリズム、「反緊縮」 

10. グループ発表（１） 

11. グループ発表（２） 

12. グループ発表（３） 

13. 全体のまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フランス語の習得に努める。フランスにかんするイベントに足を運ぶ、情報を得る。フランス製の品物を使ってみる。フランス語話

者の友だちを作る。フランス語圏に旅行する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

質疑応答を介した学習(40%)/出席状況など(10%)/小レポート(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田中直樹、2005、『フランス７つの謎』、文春新書 (ISBN:4166604279) 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉本淑彦＆竹中幸史、2015、『教養のフランス近現代史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623072712) 

2. 髭＆川島＆渡邊、2010、『フランス語学概論』、駿河台出版社 (ISBN:978-4411022325) 

3. ナドー＆バーロウ、2008、『フランス語のはなし もう一つの国際共通語』、大修館書店 (ISBN:978-4469250763) 

4. 尾上修吾、2019、『「黄色いベスト」と底辺からの社会運動』、明石書店 (ISBN:978-4750349510) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ｃ 

(Introductive Seminars in French D1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代フランスの文化と社会 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 真実(INAMURA MAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文化や社会を考えるうえで，手掛かりとなる基礎的な知識を学び，発表やレポート，資料の検索などの方法を身につけ

る。 

 

Students will reflect on French culture and society while acquiring basic knowledge to lead them along the way. Students will 

acquire skills to create presentations, reports, and search for documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後学んでゆくことになるフランス語圏の文化と社会への最初のアプローチとして，いくつかの特徴的なテーマ（「自由，平等，友

愛」「政教分離」「ストライキ」など）から現代のフランス社会を扱ったテキストを用いて，日本との比較も行いながら考察してゆきま

す。受講者はいくつかのグループに分かれ，担当する箇所については，テキストの要約と調査を行ったうえで発表します。全員が

事前に該当する部分を読んでくることを前提に，発表を聞いた後，グループあるいは全体で意見を出しあい，最後にコメントカード

に自分の考えをまとめて提出するという手順で進めるので，準備も含めた積極的な参加が必要となります。以上の作業を行うた

めに，最初の数回は，入門的な概要を紹介し，要約や発表の方法，図書館を利用した資料の検索のしかたなどを学びます。 

 

As their first step towards understanding culture and society of French speaking areas in the future, students will compare 

France with Japan by using textbooks on subjects of modern French society. These unique subjects will include “liberté, égalité, 

fraternité”, “laïcité” and “manifestation”. Students will be divided into several groups. Each group will be assigned specific parts. 

These groups will research and summarize their texts before presenting them. Everyone is required to read applicable parts 

before classes. After listening to these presentations, all students or groups are required to present their opinions. And in the 

end, students will summarize their opinions on comment cards and submit them. Preparation and active participation by 

students are essential. In the first few classes, students will be introduced to summary for beginners to prepare them for the 

processes noted above. Students will learn how to summarize, present, and search for information in library. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバス確認、教科書の紹介 

2. 発表のための準備①／分担決定 

3. 図書館講習（予定） 

4. 発表のための準備② 

5. 発表：第１の謎 

6. 発表：第２の謎 

7. 発表：第３の謎 

8. 発表：第４の謎 

9. 発表：第５の謎 

10. レポートの書き方について 

11. 発表：第６の謎 

12. 発表：第７の謎 

13. フランスの社会と文化について 

14. 確認作業・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 小田中直樹、2005 年、『フランス７つの謎』、文春新書 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ａ 

(Introductive Seminars in French D2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学入門 

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） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学の代表作を読み、多角的に考察する。  

 

Students will read French literatures and reflect on them from multiple perspective.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学の作品を読んでいくための導入的勉強を行います。文学作品を読み，分析するということがどのようなことなのか，

おおよそのイメージをつかんでもらいます。 

その後受講者はグループに分かれ，各グループがひとつの作品を選んで分析し，発表してもらいます。授業でとりあげるのは，バ

ルザックやモーパッサン，カミュなど，おもに小説を予定しています。 

 

In this class, students will be introduced to outlines as the first step towards French literatures. Students will read some master 

pieces and try to analyse it. After that, they will form groups and study them. They will read especially French novels as Balzac, 

Maupassant or Albert Camus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. モーパッサン１ 

3. モーパッサン２ 

4. モーパッサン３ 

5. ヴォルテール１ 

6. ヴォルテール２ 

7. 中間まとめ 

8. バルザック１ 

9. バルザック２ 

10. コクトー１ 

11. コクトー２ 

12. カミュ１ 

13. カミュ２ 

14. 総括  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は漫然と出席するのではなく，各回の作品を必ず事前に読んで授業に臨み，自分なりの意見が言えるようにしてくること

（毎回コメントカードを書いてもらう予定）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加度・コメントペーパー(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モーパッサン、『モーパッサン短篇集』、ちくま文庫 

2. バルザック、『サラジーヌ』、岩波文庫 

3. ヴォルテール、『カンディード』、岩波文庫 

4. カミュ、『異邦人』、新潮文庫 

5. コクトー、『恐るべき子どもたち』、光文社 

その他にプリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時紹介。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ｂ 

(Introductive Seminars in French D2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文化と文学について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
昼間 賢(HIRUMA KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学のおもしろさに触れるため、第一に、その基本的な形態である詩の魅力を感じられるようになること、第二に、その歴

史的変遷を「主義」の移り変わりの過程として学ぶこと。 

 

To expose students to joy of French literatures: 1) Students will learn to experience beauty of poems in their basic forms; 2) 

Students will learn their historical transformation from angle of “doctrine” transformation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記授業計画のとおり、講義と発表のための準備が半々くらいになる。「発表（詩の朗読）」は、いくつかの課題作品別にグループ

に分かれ、朗読を含む発表をしてもらう。最終レポートは、特に近代以降のフランス絵画の特徴を「主義」の変遷の歴史として概

観した後に作成してもらう。テキストは用いない。 

 

As shown in the following class planning, preparation for class and presentation is divided roughly in 50-50 ratio. Students will 

read poems during their presentations. During presentation (reading poems), students will be divided into groups according to 

different works. Students will study the outline of “doctrine” transformation characterizing modern French picture before taking 

a final report. No textbook will be used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 芸術における「見えるもの」と「見えないもの」 

3. 基本的な芸術としての詩、フランス詩法の諸規則 

4. 課題作品の概説 

5. よりよい朗読（プレゼンテーション）の仕方、発音練習 

6. グループ発表（１） 

7. グループ発表（２） 

8. グループ発表（３） 

9. 各発表の振り返りとまとめ 

10. ヨーロッパの絵画の特徴「透視図法」と 19 世紀フランスのリアリズム 

11. レポートの書き方、論題設定 

12. 印象派における理論と感覚 

13. キュビスム、プリミティヴィスムと「パリ写真」 

14. 今日、芸術における「見えないもの」の追求とは 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フランスにかんするイベントに足を運ぶ。フランスにかんする本、特にフランス語で書かれた本（翻訳）を読む。短くていいので読

書の記録を残す。うまく書けたら（SNS などで）公表する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（詩の朗読）(40%)/出席状況など(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田加南子、2008、『フランス詩のひととき』、白水社 (ISBN:978-4560066003) 

2. 饗庭孝男ほか、1992、『フランス文学史』、白水社 (ISBN:978-4560042861) 

3. 小島慶一、2002、『やさしいフランス語の発音』、語研 (ISBN:978-4876150737) 



 - 1394 - 

4. 高階秀爾、1990、『フランス絵画史』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4061588943) 

5. 小田部胤久、2001、『芸術の逆説』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130802024) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ｃ 

(Introductive Seminars in French D2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 真実(INAMURA MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳された作品を通して，フランスの文学や文化に触れ，文学的に書かれたテクストを読むための基礎となる技法を学ぶ。 

 

Students will use translated works to study French literature and culture to learn foundation and technique required to read 

literature texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，まず最初に，フランス文学への第一歩として，概説を紹介し，具体的に短編（モーパッサンなど）や抜粋を用いて，

物語がどのように構成されているのか，言葉がどのように用いられているのかを，客観的に分析するという作業を行います。それ

から，フランスの小説，詩，エッセーなどから，いくつかのテクストをとりあげ，受講者は，各自の興味に応じて，いずれかの作品を

選び，グループとなって担当します。複数の担当者は，まずテクストを要約的に紹介し，それから各自の視点から分析します。担

当者以外の受講者も，事前に必ず作品の該当する部分を読み，考えてきたうえで，グループあるいは全体で議論を行います。そ

して，授業の終わりにコメントカードに自らの考えをまとめ提出するという流れで進めるので，積極的な参加が必要です。また，文

学的に書かれたテクストをいかに分析しながら読むことができるのかの実例として，批評的なテクストも扱う予定です。 

 

In this class, students will be introduced to outlines as the first step towards French literatures. Specifically, these outlines will 

include short stories (Maupassant, etc.) and extracts. Students will adopt objective perspective to analyze how these stories 

are constructed and how language is used. After that, several texts such as French novels, poems, and essays will be used. 

Students will choose works they are interested in. They will form groups and study their chosen works. Several selected 

students will first introduce these texts briefly and then analyze them from their perspectives. Students not selected for these 

tasks must also read and understand the works before class. All students or groups will then discuss about these works. After 

that, students will summarize their opinions on comment cards and submit them. Preparation and active participation by 

students are essential. Furthermore, students will be exposed to texts of critical perspectives as they are able to analyze and 

read literature texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，シラバス確認，使用テキストについて 

2. 発表の分担決定，発表のてびき 

3. 読解の分析と実践 

4. 発表（第 1グループ）／短編① 

5. 発表（第 2グループ）／短編② 

6. 発表（第 3グループ）／長編 A① 

7. 発表（第 4グループ）／長編 A② 

8. 発表（第 5グループ）／長編 A③ 

9. 発表（第 6グループ）／長編 B① 

10. 発表（第 7グループ）／長編 B② 

11. 発表（第 8グループ）／長編 B③ 

12. レポートの書き方について 

13. 読解のまとめ 

14. 学期のまとめ／レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars in French 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
速読 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教室で，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読んでもらい，大まかな筋を把握できたかどうか，

チェックする。つづいて，本文理解に必要最低限の単語を調べるための「辞書タイム」を 10 分～15 分ほど設けてから，テクストに

関する内容確認を行う。最後に，本文全体に関し，初級文法の復習や中級文法への手引き，重要表現や基本語彙などを念頭に

おきながら，読解のキーとなる点について解説する。原則として授業の冒頭で，前回のテクストから数行のディクテと訳の小テスト

を行うので，指定された範囲の表現や単語，文法事項などを必ず復習して授業に参加すること。 

この授業を通して、外国語の文章に対してもまずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。テクストとしては、仏検 3

級から準 2 級程度の文章を使用する予定。なお，翌週のテクストに登場する基本表現を用いた例文集を配るので，必ず辞書で

意味や用法を確認しておくこと。 

 

In the classroom, students will first read relatively easy texts of certain length without using dictionary first. Students will be 

tested to ensure that they grasp the basic framework of these texts. After that, students will be given 10 to 15 minutes of 

dictionary time to allow them to search for minimum amount of vocabularies required to understand these texts. Students will 

be checked to ensure that they understand these texts. Finally, students will receive explanations on key points required to 

understand entire texts, while bearing in mind guides of basic and intermediate grammars, important expressions, and basic 

vocabularies. In general, at the start of the class, students will be given several lines from previous texts to transcribe and 

translate as mini test. Students must study expressions, vocabularies, and grammars from specified parts before class. 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning sentences written in foreign language on the 

whole. Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. In addition, 

examples containing basic expressions from next-week texts will be distributed. Students must search for their meanings and 

usages with dictionaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業の冒頭で、前回扱ったテクストに関しディクテ（書き取り）および訳の小テストを行うので、その準備を怠らないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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出席および授業参加度(40%)/ディクテ(30%)/訳の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した初頭文法の教科書を折に触れ参照すること。また辞書は必ず持参するように。携帯を辞書代わりに用いること

は認めない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars in French 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
速読 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教室で，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読んでもらい，大まかな筋を把握できたかどうか，

チェックする。つづいて，本文理解に必要最低限の単語を調べるための「辞書タイム」を 10 分～15 分ほど設けてから，テクストに

関する内容確認を行う。最後に，本文全体に関し，初級文法の復習や中級文法への手引き，重要表現や基本語彙などを念頭に

おきながら，読解のキーとなる点について解説する。原則として授業の冒頭で，前回のテクストから数行のディクテと訳の小テスト

を行うので，指定された範囲の表現や単語，文法事項などを必ず復習して授業に参加すること。 

この授業を通して、外国語の文章に対してもまずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。テクストとしては、仏検 3

級から準 2 級程度の文章を使用する予定。なお，翌週のテクストに登場する基本表現を用いた例文集を配るので，必ず辞書で

意味や用法を確認しておくこと。 

 

In the classroom, students will first read relatively easy texts of certain length without using dictionary first. Students will be 

tested to ensure that they grasp the basic framework of these texts. After that, students will be given 10 to 15 minutes of 

dictionary time to allow them to search for minimum amount of vocabularies required to understand these texts. Students will 

be checked to ensure that they understand these texts. Finally, students will receive explanations on key points required to 

understand entire texts, while bearing in mind guides of basic and intermediate grammars, important expressions, and basic 

vocabularies. In general, at the start of the class, students will be given several lines from previous texts to transcribe and 

translate as mini test. Students must study expressions, vocabularies, and grammars from specified parts before class. 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning sentences written in foreign language on the 

whole. Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. In addition, 

examples containing basic expressions from next-week texts will be distributed. Students must search for their meanings and 

usages with dictionaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業の冒頭で、前回扱ったテクストに関しディクテ（書き取り）および訳の小テストを行うので、その準備を怠らないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 1400 - 

出席および授業参加度(40%)/ディクテ(30%)/訳の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した初頭文法の教科書を折に触れ参照すること。また辞書は必ず持参するように。携帯を辞書代わりに用いること

は認めない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars in French 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
速読 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教室で，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読んでもらい，大まかな筋を把握できたかどうか，

チェックする。つづいて，本文理解に必要最低限の単語を調べるための「辞書タイム」を 10 分～15 分ほど設けてから，テクストに

関する内容確認を行う。最後に，本文全体に関し，初級文法の復習や中級文法への手引き，重要表現や基本語彙などを念頭に

おきながら，読解のキーとなる点について解説する。原則として授業の冒頭で，前回のテクストから数行のディクテと訳の小テスト

を行うので，指定された範囲の表現や単語，文法事項などを必ず復習して授業に参加すること。 

この授業を通して、外国語の文章に対してもまずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。テクストとしては、仏検 3

級から準 2 級程度の文章を使用する予定。なお，翌週のテクストに登場する基本表現を用いた例文集を配るので，必ず辞書で

意味や用法を確認しておくこと。 

 

In the classroom, students will first read relatively easy texts of certain length without using dictionary first. Students will be 

tested to ensure that they grasp the basic framework of these texts. After that, students will be given 10 to 15 minutes of 

dictionary time to allow them to search for minimum amount of vocabularies required to understand these texts. Students will 

be checked to ensure that they understand these texts. Finally, students will receive explanations on key points required to 

understand entire texts, while bearing in mind guides of basic and intermediate grammars, important expressions, and basic 

vocabularies. In general, at the start of the class, students will be given several lines from previous texts to transcribe and 

translate as mini test. Students must study expressions, vocabularies, and grammars from specified parts before class. 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning sentences written in foreign language on the 

whole. Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. In addition, 

examples containing basic expressions from next-week texts will be distributed. Students must search for their meanings and 

usages with dictionaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業の冒頭で、前回扱ったテクストに関しディクテ（書き取り）および訳の小テストを行うので、その準備を怠らないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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出席および授業参加度(40%)/ディクテ(30%)/訳の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した初頭文法の教科書を折に触れ参照すること。また辞書は必ず持参するように。携帯を辞書代わりに用いること

は認めない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars in French 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : S'engager ; 第１課 ： Bien sûr 

2. 第 1 課（続き） 

3. 第 2 課 ： Votre santé 

4. 第 3 課 ： S'investir 

5. 第 4 課 ： Sentiments ; Culture : François Truffaut 

6. 第 2 ユニット ： Voyager ; 第 5課  ： Sympa, ce site ! 

7. 第 6 課 ： A louer 

8. 第 7 課 ： Le plus cher ! 

9. 第 8 課 ： Vite dit ! Culture : Nice 

10. 第 3 ユニット ： Raconter ; 第 9課 ： C'était étonnant 

11. 第 10 課 ： Camille Claudel 

12. 第 11 課 ： Changement de vie 

13. 第 12 課 ： Un café ? ; Culture : Le Royal Deluxe 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars in French 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
クーショ，Ｍ(COUCHOT MARINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : S'engager ; 第１課 ： Bien sûr 

2. 第 1 課（続き） 

3. 第 2 課 ： Votre santé 

4. 第 3 課 ： S'investir 

5. 第 4 課 ： Sentiments ; Culture : François Truffaut 

6. 第 2 ユニット ： Voyager ; 第 5課  ： Sympa, ce site ! 

7. 第 6 課 ： A louer 

8. 第 7 課 ： Le plus cher ! 

9. 第 8 課 ： Vite dit ! Culture : Nice 

10. 第 3 ユニット ： Raconter ; 第 9課 ： C'était étonnant 

11. 第 10 課 ： Camille Claudel 

12. 第 11 課 ： Changement de vie 

13. 第 12 課 ： Un café ? ; Culture : Le Royal Deluxe 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1407 - 

■AS043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars in French 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
サバティエ，Ａ(SABATIER AURELIEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : S'engager ; 第１課 ： Bien sûr 

2. 第 1 課（続き） 

3. 第 2 課 ： Votre santé 

4. 第 3 課 ： S'investir 

5. 第 4 課 ： Sentiments ; Culture : François Truffaut 

6. 第 2 ユニット ： Voyager ; 第 5課  ： Sympa, ce site ! 

7. 第 6 課 ： A louer 

8. 第 7 課 ： Le plus cher ! 

9. 第 8 課 ： Vite dit ! Culture : Nice 

10. 第 3 ユニット ： Raconter ; 第 9課 ： C'était étonnant 

11. 第 10 課 ： Camille Claudel 

12. 第 11 課 ： Changement de vie 

13. 第 12 課 ： Un café ? ; Culture : Le Royal Deluxe 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1409 - 

■AS051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ａ 

(Preliminary Seminars in French 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語作文 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 文太(OZAKI BUNTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Each time, 

students will follow instructions of professor and write their French translations on blackboard before class starts. Professor 

will edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will 

review basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。毎回必ず辞書を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ｂ 

(Preliminary Seminars in French 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語作文 

担当者名 

（Instructor） 
木内 尭(KINOUCHI 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） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Each time, 

students will follow instructions of professor and write their French translations on blackboard before class starts. Professor 

will edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will 

review basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。毎回必ず辞書を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ｃ 

(Preliminary Seminars in French 3c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語作文 

担当者名 

（Instructor） 
上杉 恭子(UESUGI KYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Each time, 

students will follow instructions of professor and write their French translations on blackboard before class starts. Professor 

will edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will 

review basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。毎回必ず辞書を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ａ 

(Preliminary Seminars in French 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 4 ユニット ： S'exprimer ; 第 13 課 ： Ouais, c'est ça... 

2. 第 14 課 ： Écologie 

3. 第 15 課 ： Le loup 

4. 第 16 課 ： Au café ; Culture : Le Flore 

5. 第 5 ユニット ： Travailler ; 第 17 課 ： Nous vous rappellerons 

6. 第 18 課 ： L'entretien 

7. 第 19 課 ： Égalité ! 

8. 第 20 課 ： Un job ? ; Culture : Comédiens 

9. 第 6 ユニット ： Vivre ; 第 21 課 ： Et la salle de bains ? 

10. 第 22 課 ： Citoyens 

11. 第 23 課 ： Projet d'urbanisme 

12. 第 24 課 ： Cohabiter ; Culture : Sur l'eau 

13. 第 7 ユニット ： Consommer ; 第 25 課 ： C'est pas possible ! 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ｂ 

(Preliminary Seminars in French 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
クーショ，Ｍ(COUCHOT MARINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 4 ユニット ： S'exprimer ; 第 13 課 ： Ouais, c'est ça... 

2. 第 14 課 ： Écologie 

3. 第 15 課 ： Le loup 

4. 第 16 課 ： Au café ; Culture : Le Flore 

5. 第 5 ユニット ： Travailler ; 第 17 課 ： Nous vous rappellerons 

6. 第 18 課 ： L'entretien 

7. 第 19 課 ： Égalité ! 

8. 第 20 課 ： Un job ? ; Culture : Comédiens 

9. 第 6 ユニット ： Vivre ; 第 21 課 ： Et la salle de bains ? 

10. 第 22 課 ： Citoyens 

11. 第 23 課 ： Projet d'urbanisme 

12. 第 24 課 ： Cohabiter ; Culture : Sur l'eau 

13. 第 7 ユニット ： Consommer ; 第 25 課 ： C'est pas possible ! 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ｃ 

(Preliminary Seminars in French 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
サバティエ，Ａ(SABATIER AURELIEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 4 ユニット ： S'exprimer ; 第 13 課 ： Ouais, c'est ça... 

2. 第 14 課 ： Écologie 

3. 第 15 課 ： Le loup 

4. 第 16 課 ： Au café ; Culture : Le Flore 

5. 第 5 ユニット ： Travailler ; 第 17 課 ： Nous vous rappellerons 

6. 第 18 課 ： L'entretien 

7. 第 19 課 ： Égalité ! 

8. 第 20 課 ： Un job ? ; Culture : Comédiens 

9. 第 6 ユニット ： Vivre ; 第 21 課 ： Et la salle de bains ? 

10. 第 22 課 ： Citoyens 

11. 第 23 課 ： Projet d'urbanisme 

12. 第 24 課 ： Cohabiter ; Culture : Sur l'eau 

13. 第 7 ユニット ： Consommer ; 第 25 課 ： C'est pas possible ! 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ａ 

(Preliminary Seminars in French 5a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
上杉 恭子(UESUGI KYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 

2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ｂ 

(Preliminary Seminars in French 5b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
木内 尭(KINOUCHI 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） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 

2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ｃ 

(Preliminary Seminars in French 5c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 

2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ａ 

(Introductory French 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ｂ 

(Introductory French 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ｃ 

(Introductory French 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ａ 

(Introductory French 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ｂ 

(Introductory French 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ｃ 

(Introductory French 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ａ 

(Introductory French 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ｂ 

(Introductory French 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ｃ 

(Introductory French 3c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ａ 

(Introductory French 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 
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春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ｂ 

(Introductory French 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 
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春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ｃ 

(Introductory French 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 
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春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１ 

(Seminars D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と美術（19 世紀から現代にいたる画家小説の系譜をたどる） 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学と絵画の関係について考察する。 

 

The objective of this course is to study the relationship between literature and painting. 

 

授業の内容（Course Contents） 

バルザックの「知られざる傑作」（1831 年初出）以降、画家を主人公とする小説が数多く書かれてきた。作家にとって、画家とはど

のような存在なのか。美術史と文学史のつながりを学びながら、19 世紀から現代にいたる画家のイメージについて考える。バル

ザックにくわえ、ネルヴァル、ゾラ、シュオッブ、プルースト、ユルスナール、カミュ、ウエルベックなどの作品をとりあげる予定。学

生の関心にあわせて、画家の伝記映画もとりあげる。 

 

The figure of the painter in Balzac, Zola, and some other novelists or filmmakers will be examined and discussed.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「私にとっての絵画」 

3. フィクションの分析と討論 1 

4. フィクションの分析と討論 2 

5. フィクションの分析と討論 3 

6. フィクションの分析と討論 4 

7. フィクションの分析と討論 5 

8. 発表１ 

9. 発表２ 

10. 発表３ 

11. 発表４ 

12. 発表５ 

13. 発表のまとめ 

14. 「今学期の発見」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストを二度読んで、疑問点や思いついたことを言葉にして整理しておくこと。自分自身と絵画のかかわりについて

掘り下げて考えること。絵画、画家の登場する物語作品を探すこと（映画やマンガも可）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(25%)/発表(25%)/ミニレポート(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布予定。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ２ 

(Seminars D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
恋愛と義務（心理小説の古典とその現代版を読みくらべる） 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

恋愛を描いたフランス心理小説の古典とその現代版を読みくらべ、それぞれの特徴を理解する。 

 

The objective of this course is to compare two psychological novels and to understand how they are composed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス心理小説の元祖とされる 17 世紀の作品『クレーヴの奥方』（ラファイエット夫人）と、そのリメイクとして読める 20 世紀初

頭の作品『ドルジェル伯の舞踏会』（レーモン・ラディゲ）を比較する。どちらも身分の高い若い女性が夫以外の男性にひかれなが

らも踏みとどまり、しかも夫にその想いを告白する物語である。ヒロインの造形や人間関係の描きかたにとどまらず、歴史的背

景、ドラマの展開、暗示的な小道具の使用など、さまざまな読みどころを探る。なお『クレーヴの奥方』は、2006 年以降のフランス

で、現代社会における文学の位置づけをめぐる論争の象徴にもなって現在に至る。学生の希望に応じて、映像化作品も考察の

対象とする。 

 

La Princesse de Clèves et Le Bal du comte d'Orgel will be compared and discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 『クレーヴの奥方』の読解とディスカッション１ 

3. 『クレーヴの奥方』の読解とディスカッション２ 

4. 『クレーヴの奥方』の読解とディスカッション３ 

5. 『クレーヴの奥方』の読解とディスカッション４ 

6. 『ドルジェル伯の舞踏会』の読解とディスカッション１ 

7. 『ドルジェル伯の舞踏会』の読解とディスカッション２ 

8. 『ドルジェル伯の舞踏会』の読解とディスカッション３ 

9. 『ドルジェル伯の舞踏会』の読解とディスカッション４ 

10. 発表とディスカッション１ 

11. 発表とディスカッション２ 

12. 発表とディスカッション３ 

13. 発表とディスカッション４ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストを二度読んで、疑問点や思いついたことを言葉にして整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(25%)/発表(25%)/ミニレポート(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ラファイエット夫人、2016、『クレーヴの奥方』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4334753290) 

2. ラディゲ、2019、『ドルジェル伯の舞踏会』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4334753993) 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ３ 

(Seminars D3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
セレブ、作家、アーティスト、名もなき人の手紙 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

セレブ（マリー・アントワネット…）、アーティスト（ゴッホ、ゴーギャン…）、作家（ランボー、ボードレール…）などの手紙を精読しま

す。絵画作品における手紙（フェルメール…）も分析します。 

 

In this course, we will carefully read the letters of some prominent people – artists (Gogh), writers (Rousseau), poets (Rimbaud, 

Baudelaire), kings and queens (Marie-Antoinette). 

 

授業の内容（Course Contents） 

手紙は、歴史的出来事の背景や、作品の創造過程をくわしく知るうえで重要な資料となります。しかし、フランスでは、書簡は長い

文化的伝統を持っており、ひとつのジャンルを形成しているといえます。愛の手紙、苦しみの手紙、友情の手紙、家族への手紙、

歓喜のしらせ、悲しみの手紙といった多様なテクストを読みます。 

 

In this course, we will carefully read different kinds of correspondence: love letters, intimate letters, letters providing remarkable 

insights into the creative process.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 手紙を読むために（１） 

3. 手紙を読むために（２） 

4. テクスト精読（１） 

5. テクスト精読（２） 

6. テクスト精読（３） 

7. テクスト精読（４） 

8. テクスト精読（５） 

9. テクスト精読（６） 

10. テクスト精読（７） 

11. 個人発表（もしくはグループ発表）（１） 

12. 個人発表（もしくはグループ発表）（２） 

13. 個人発表（もしくはグループ発表）（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

要するに、前半は指定された手紙について検討し、そののち、自分（グループ？）でひとつのテクスト、あるいはひとつの主題を選

び、その歴史的背景や手紙の書き手の全体像について報告することになりますが、それに応じた準備が必要となります。具体的

な内容については初回授業で指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(30%)/テクスト分析(30%)/参加態度(20%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピー配布。さらに電子版テキストを指示します。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ４ 

(Seminars D4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス自伝文学の傑作、ルソー『告白』精読 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自伝の終わり？ 自伝のはじまり？ フランス自伝文学の最高傑作、ジャン＝ジャック・ルソーの『告白』を読みます。ところで、『告

白』は、「これまでに例がなく、そしてこれからも誰も真似ておこなうことのないであろう企図」、つまりは反自伝ともいえる作品で

す。自伝でありながら自伝ではない…そのようなものとしてこのあまりにも有名な作品を読み解いていきます。 

 

Is this the end of autobiography? Or the beginning of it? Students will read the best of French autobiographies, Jean-Jacques 

Rousseau’s Les Confessions. By the way, Les Confessions was written so that no such work had been written and no imitation 

work will be done. In other words, it is an anti-autobiography. It is and isn’t an autobiography at the same time… Students will 

read and understand this overtly popular work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９世紀以降のフランス文学・思想はこの作品なしでは正確に理解できません。たえず『告白』以前にさかのぼりながら、そして『告

白』以降の文学史・思想史を想起しながら、この作品を読んでいきます。 

つまり、SNSや YouTube 等で誰もが自分について語り、公開する現代とはまったく異なる時代に花開いた文学としてこの作品を

読んでいきます。アイデンティティや性、経済的自立や職業、社会的成功や格差といった複数の問題を、現代フランス社会の諸問

題（宗教、移民、EU…）に関連づけて検討します。 

 

Without this work, students will not understand post-19th century French literature and thinking. Students will read this work by 

continuously tracing time before Les Confessions and imagining history of literature and thinking after Les Confessions. 

 

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） 

抜粋のコピーを配布するので、おそらく他の授業ですでに読んだ（退屈な）一巻だけでなく、とにかく（形だけでも）最後まで読んで

みます。指定された箇所を精読しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加態度(30%)/課題(30%)/授業内での報告(30%)/テクスト理解度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピー配布。さらに電子版テキストを指示します。 
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参考文献（Readings） 

参考文献等については一回目の授業で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ５ 

(Seminars D5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学における司祭像 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世の司祭と写本文化 

 

Medieval priests and their culture 

 

授業の内容（Course Contents） 

カトリックの国フランスの文学には多くの司祭が登場する。春学期は、聖人伝、ファブリオなどの抜粋を読みながら、中世の作品

に登場する司祭像について考える。 

また聖職者の仕事のひとつであった「写本」の書写についても概説を行い、中世の字体に実際に触れてみよう。 

導入の講義と数回の講読・課題のほか、グループ発表を行う。期末レポートは関連する主題で各自が自由に執筆する。一部フラ

ンス語の文章を使用。 

 

The French literature presents various kinds of priests. In this semester, we will examine how they work in the medieval poems 

such as hagiographies, fabliaux etc. We also focus on the manuscripts writing and read medieval parchments. 

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create group presentations. Students 

are free to choose related subjects when writing their reports at the end of semester. Students will use French language in 

parts of their writings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中世フランス文学概説 

2. 中世フランスとキリスト教 

3. 聖人伝（『聖アレクシス伝』など） 

4. 『ファブリオ』（笑話）と『狐物語』 

5. アーサー王物語と司祭 

6. 中世写本学入門 

7. 中世写本解読 

8. グループ発表１ 

9. グループ発表２ 

10. グループ発表３ 

11. グループ発表４ 

12. グループ発表５ 

13. グループ発表講評 

14. 全体まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連作品を自分で通読するほか、グループ発表に向けて研究・調査を行うことが望ましい。また中世ヨーロッパ社会についての

歴史書を参照したり、関連の映像などを見ることを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、授業中の姿勢など）(45%)/グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント等を配布。 

 

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. 新倉俊一他、『フランス中世文学集 1-4』、白水社 

授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ６ 

(Seminars D6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学における司祭像 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏文学のなかの司祭 ～良い神父、悪い神父～ 

 

Priests in the modern  French literature  

 

授業の内容（Course Contents） 

人を導く立場にある司祭は、近代文学の中でも様々な姿で登場する。イヨネスコ『マキシミリアン・コルベ』やユゴー『レ・ミゼラブ

ル』冒頭のミリエル司教など優れた神父像を抜粋で読むとともに、矛盾や葛藤を抱えた神父、傲慢な神父など、さまざまな神父像

を発掘し、考察してみよう。 

導入の講義と数回の講読・課題のほか、グループ発表を行う。期末レポートは関連する主題で各自が自由に執筆する。一部フラ

ンス語の文章を使用。 

 

Even in the modern French literature, we can find many kinds of priests: Ionesco's "Maximilien Kolbe", bishop Myriel in "Les 

misérables" of Hugo etc. We will examine not only good priests, but also bad ones, sometimes vicious and liar.  

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create group presentations. Students 

are free to choose related subjects when writing their reports at the end of semester. Students will use French language in 

parts of their writings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス文学概説 

2. 近代フランスとキリスト教 

3. イヨネスコ『マキシミリアン・コルベ』 

4. ユゴー『レ・ミゼラブル』冒頭のミリエル司教と『ノートル＝ダム・ド・パリ』のフロロ 

5. カミュ『異邦人』の聴罪司祭 

6. ジッド『田園交響曲』 

7. その他の作品（ユイスマンスなど） 

8. グループ発表１ 

9. グループ発表２ 

10. グループ発表３ 

11. グループ発表４ 

12. グループ発表５ 

13. グループ発表講評 

14. 全体まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連作品を自分で通読するほか、グループ発表に向けて研究・調査を行うことが望ましい。またフランス社会についての歴史書を

参照したり、関連の映像などを見ることを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、授業中の姿勢など）(45%)/グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント等を配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 朝比奈美知子他、2011、『フランス文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623060152) 

2. イヴ・ブリュレ、2007、『カトリシスムとは何か』、白水社（クセジュ文庫） (ISBN:4560509093) 
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授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ７ 

(Seminars D7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

フランスの地方と街を発見する 

Discover French regions and cities 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの地方と街とその文化を学びながら、フランス風の研究発表方法を学ぶことである。   

 

Students will learn about locations, cities and cultures in France, while learning methods to present their researches in French 

way. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本大学図書館所蔵の新聞と雑誌、または各メディアのウェブサイトに掲載された記事を読み、解説する。 

フランス語でのニュースのコメントから授業を始める。毎回、聴解の練習問題を行い、フランス語での発表、記事の読解、コメント

をする。ゼミは主にフランス語で行われるが、ある程度日本語を交えても構わない。拙いフランス語しか使えなくても十分に受講

は可能である。  

 

Students will read and comment on news and magazines in university library, as well as articles found on media websites. 

The class will start with comments of French news. Each time, students will practice listening and comprehending. Students will 

also make presentation, read articles, and comment in French. In general, the seminar will be held in French but occasional 

switching to Japanese is allowed. Students can take this class even if they are only equipped with basic French. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介。フランス風のゼミの仕方（方法）の説明。発表者の発表順を決定する。資料１ 

2. .発表 1・資料２ 

3. 発表 2・資料３ 

4. 発表３・資料４ 

5. 発表４・資料５ 

6. 発表５・発表６・資料６ 

7. 発表７・発表８・資料７ 

8. 発表９・発表１０・資料８ 

9. 発表１１・発表１２・資料９ 

10. 発表１３・発表１４・資料１０ 

11. 発表１５・発表１６・資料１1 

12. 発表１７・資料１２ 

13. 発表１８・資料１３ 

14. ゼミのまとめ・知識の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業にて、参考文献を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1463 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ８ 

(Seminars D8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏のメディアから世界を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済や外交から戦争や移民問題などを含め、現代フランス社会やフランス語圏全体・世界を取り巻く諸問題を幅広く取り上げる。

最近のニュースの中から、学生が最も関心を寄せたテーマに焦点を当て、情報を集め、知識を深めていく。様々な話題を手掛か

りにして、フランス語でコメントと分析を行う楽しみを感じてほしい。   

 

This class will touch on wide range of issues surrounding French society, French speaking areas, and the world, including 

economy, foreign policy, war, and immigration. Students will focus on subjects they are most interested in recent news. 

Students will collect information to deepen their knowledge. Students will enjoy commenting and analyzing in French by using 

various topics as leads.   

 

授業の内容（Course Contents） 

本大学図書館所蔵の新聞と雑誌、各メディアのウェブサイトに掲載された記事を読み、フランス語で発表をし、解説する。ゼミは

主にフランス語で行われ、学生は極力フランス語のみで話すこととするため、強いモチベーションは欠かせないものである。  

 

Students will read, present, and comment in French about news and magazines in university library, as well as articles found on 

media websites. In general, the seminar will be held in French. Strong motivation is essential for students to speak only in 

French.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介。フランス風のゼミの仕方（方法）の説明。発表者の発表順を決定する。資料１   

2. 発表１・発表２・分析・資料 2 

3. 発表 3・発表 4・分析・資料 3 

4. 発表 5・発表 6・分析・資料 4 

5. 発表 7・発表 8・分析・資料 5 

6. 発表 9・発表 10・分析・資料 6 

7. 発表 11・発表 12・分析・資料 7 

8. 発表 13・発表 14・分析・資料 8 

9. 発表 15・発表 16・分析・資料 9 

10. 発表 17・発表 18・分析・資料 10 

11. 発表 19・発表 20・分析・資料 11 

12. 発表 21・発表 22・分析・資料 12 

13. 発表 23・発表 24・分析・資料 13 

14. 発表 25・発表 26・分析・資料 14・ゼミのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。授業では、フランス語の積極的な使用を求め

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 
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Le Monde, Le Figaro, L'Humanité, Le Nouvel Observateur, L’Express などフランスの有力日刊紙や月刊誌から抜粋した記事等の

プリントを配布。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ９ 

(Seminars D9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス思想（モンテーニュを読む） 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの思想家、モンテーニュの読解を通して、フランス的思考について理解する。 

 

Students will learn the French thinking style by reading of Michel Montaigne's "Essays". 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンテーニュ『エセー』に見られる様々な主題を通して、自分で思考することとは何かを考える。扱われるテーマは、寛容の精神、

宗教、異文化、友情、読書、戦争など多岐にわたる。導入の講義と数回の講読・課題のほか、グループ発表を行う。期末レポート

は関連する主題で各自が自由に執筆する。 

 

Through various subjects found in Montaigne "Essays", students will think about what we think by ourselves. Themes : a spirit 

of tolerance, religion, interculturalism, friendship, reading, and war. In addition to introductory lectures, multiple readings, and 

assignments, students will also create group presentations. Students are free to choose related subjects when writing their 

reports at the end of semester.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、モンテーニュの紹介。授業の全体像など 

2. テキスト、読解・討議。 

3. テキスト、読解・討議。 

4. テキスト、読解・討議。 

5. テキスト、読解・討議。 

6. テキスト、読解・討議。 

7. 中間報告 

8. テキスト、読解・討議。 

9. テキスト、読解・討議。 

10. テキスト、読解・討議。 

11. テキスト、読解・討議。 

12. テキスト、読解・討議。 

13. 最終総括１ 

14. 最終総括２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の該当箇所を事前に読んだ上で、授業に臨むこと。また、受け身の姿勢ではなく積極的な参加が望まれる。授業中に必ず発

言することが前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加(30%)/授業内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アントワーヌ・コンパニョン（山上浩嗣・宮下志朗訳）、2014、『寝るまえ 5 分のモンテーニュ 「エセー」入門』、白水社 

2. モンテーニュ、『エセー １』、白水社 

テキストは、あらかじめ購入の上、第１回授業時に必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮下志朗、『モンテーニュ』、岩波新書 

モンテーニュ『エセー』のその他の主要箇所はコピーで配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１０ 

(Seminars D10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスの詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスのさまざまな詩の読解を通して、ポエジーとは何かについて考察するとともに、音楽や美術などとの交流について考え

る。 

 

Students will learn French poetry by reading a variety of French poems, and reflect on its interaction with music and art. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ボードレール、ヴァレリー、アポリネールなどの詩を、フランス語と日本語で読むことによって、フランス語の特徴、世界観、現実と

言葉の関係について考察する。 

導入の講義につづき、テキストを精読していく。その際にグループに分かれて、内容に関しての討議を行い、発表なども織り交ぜ

つつ、進行していく予定。 

 

Students will study the French language's qualities, the relationship between reality and language, by reading poems of 

Baudelaire, Valerie, Apollinaire, etc in French and Japanese. 

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create group presentations.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入。授業の全体像など 

2. テキスト、読解・討議。 

3. テキスト、読解・討議。 

4. テキスト、読解・討議。 

5. テキスト、読解・討議。 

6. テキスト、読解・討議。 

7. 中間報告 

8. テキスト、読解・討議。 

9. テキスト、読解・討議。 

10. テキスト、読解・討議。 

11. テキスト、読解・討議。 

12. テキスト、読解・討議。 

13. 最終総括１ 

14. 最終総括２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の該当箇所を事前に読んだ上で、授業に臨むこと。また、受け身の姿勢ではなく積極的な参加が望まれる。授業中に必ず発

言することが前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加(30%)/授業内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安藤元雄、『フランス名詩選』、岩波文庫 

テキストは、あらかじめ購入の上、第１回授業時に必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

原文などは適宜コピーで配布する。参考文献は最初の授業で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１１ 

(Seminars D11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代小説に見る「子ども」像 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学史、思想史、社会史の文脈を参照しながら、作品と社会との関わりを理解できる。特に１８世紀フランスの植民地風俗につい

て知識を身につける。翻訳をベースとしながら、フランス語原文の理解力を高めることも目標とする。 

 

Students will understand the relationship between work and society while referring to the contexts of literary history, thought 

history, and social history. In particular, we will learn about French colonial customs in the 18th century. The goal is to improve 

the comprehension of the original French text, lectures being based however on translation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９世紀でもっとも大衆的人気を博し、後代の作家に模倣されながらも、不当に軽視されてきた『ポールとヴィルジニー』を講読す

る。作品の特徴やアプローチ法について講義し、参考文献を紹介し、受講生とともに作品を読み込んでゆく。 

 

We carefully read "Paul et Virginie", which was most popular in the 19th century and was improperly neglected while imitated by 

later writers. Lectures will be given on the characteristics of the work and the approach method, references will be introduced, 

and the work will be read along with the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ルソーの弟子ベルナルダン・ド・サン＝ピエール 

2. ロマン主義小説の先駆という評価をめぐって 

3. 作品講読１：インド洋の孤島 

4. 作品講読２：不幸な結婚、女性の地位 

5. 作品講読３：奴隷制度 

6. テーマ研究：１８世紀の文化と社会、「島」というモチーフ 

7. 作品講読４：地形と植生、冒険の動機 

8. 作品講読５：別離の条件付け（貴族、立身、家族愛） 

9. 作品講読６：老人と青年の対話劇（ディドロ、ルソーとの関連） 

10. 作品講読７：悲劇 

11. 口頭発表と質疑応答１ 

12. 口頭発表と質疑応答２ 

13. 『ポールとヴィルジニー』の語りの構造 

14. 後世への影響：バルザック、コクトー、ル・クレジオ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作品の指定された部分を読み、課題について調べておく。 

授業後は、関連文献について調べて、次の授業で短く報告できるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/口頭発表（中間発表）(20%)/口頭発表に基づくショートレポート(10%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ベルナルダン・ド・サン＝ピエール、2014、『ポールとヴィルジニー』、光文社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業で担当教員とメールで連絡できるアドレスと注意事項を指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■AS112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１２ 

(Seminars D12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス現代文学に見る「子ども」像 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学史と思想史を適切に参照しながら、作品と社会の関わりが理解できるようになる。作品に散見される他作品の引用と参照の

意味が理解できるようになる。翻訳をベースとして読むが、フランス語原文の読解力を高めることも目標にする。 

 

Students will be able to understand the relationship between the work and society while properly referring to the history of 

literature and the history of thought. They will be able to understand the meaning of quotations and references to other works 

scattered throughout the work. The goal is to improve the comprehension of the original French text, lectures being based 

however on translation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多彩な活動で知られるジャン・コクトーの小説『恐るべき子供たち』を講読し、口頭発表を指導し、受講生相互の質疑応答によって

作品の主題、方法、独創性の解明をはかる。 

 

We carefully read "Les Enfants terribles", novel by Jean Cocteau known for his various activities. The professor teaches oral 

presentations, and the students' questions and answers are used to clarify the theme, method, and originality of the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジャン・コクトー：人と作品 

2. 作品講読１：雪合戦 

3. 作品講読２：姉と弟 

4. 作品講読３：不良少年の退学 

5. 作品講読４：夢遊病 

6. 小説、挿絵、回想記、映画の相互貫入的状況 

7. 作品講読５：子ども部屋と病院 

8. 作品講読６：廊下と街路、登場人物の入り組み 

9. 作品講読７：毒薬と銃 

10. 口頭発表と質疑応答１ 

11. 口頭発表と質疑応答２ 

12. 作品講読８：クライマックス 

13. コクトーのアヘン中毒と解毒治療 

14. コクトーのキリスト教回心 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作品の指定された部分を読み、課題について調べておく。 

授業後は出された課題について調べ、次回の授業で短い報告ができるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/口頭発表（中間報告）(20%)/口頭発表に基づくショートレポート(10%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャン・コクトー、2007、『恐るべき子供たち』、光文社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業で教員に連絡できるメールアドレスと注意事項を伝える。 
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注意事項（Notice） 
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■AS201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS201／フランス語表現演習 １ 

(French Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資格のためのフランス語 1 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 和美(NAKAO KAZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏検 3 級から準 2 級に合格できる程度のフランス語運用能力を習得する。 

 

Students will acquire French language skills equivalent to grade 3 to grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回４つの熟語を，実際の小説や新聞記事から抜粋した例文とともに学ぶ。授業の最初に，熟語の小テストを行い，熟語の習

得をはかる。小テストは dictée という書き取りの試験を行う予定。 

 フランスの海外領土を題材にしたテクストを使用し、フランスの多様性を学ぶと同時に、文法事項の確認、語彙学習、仏作文、

聞き取りなどを行う。基本的には、家で準備してきた練習問題を添削するという形をとる。従って，予習をして授業に臨むことが不

可欠となる。 

 

 Each time, students will learn 4 idioms and extracts from actual novels and news articles. At the beginning of class, students 

will take small idiom test to measure their idiom mastery. The small test will be done in dictée transcription format. 

 Students will use texts about French overseas territory to review basic grammars, practice reading and writing as well as 

listening. In general, students will complete practice questions at home and have them edited. Therefore, students must study at 

home before attending class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスの海外領土に関するテクスト読解 

2. 関係代名詞と過去分詞の一致の復習および関連練習問題 

3. ニュースの聞き取り 

4. フランスの地域語に関するテクスト読解 

5. 中性代名詞 en と否定表現の復習および関連練習問題 

6. 会話の聞き取り 

7. 南太平洋の通貨に関するテクスト読解 

8. 単純未来・近接未来の復習および関連練習問題 

9. 会話の聞き取り 

10. ニューカレドニアに関するテクスト読解 

11. 接続法の復習および関連練習問題 

12. インタビューの聞き取り 

13. これまでの復習 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については、毎回授業中に口頭で伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(40%)/授業への取り組み(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

マルチヌ・カルトン・中尾和美 『海外領土から知るフランス』 三修社  

 

参考文献（Readings） 

1. 朝倉季雄、2002、『新フランス文法辞典』、白水社 

2. M. Grevisse. 2011. Le bon usage. Duculot 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS202／フランス語表現演習 ２ 

(French Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資格のためのフランス語 2 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 佳子(SUTO YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読み・書き・聞き・話す総合的能力が要求される仏検準２級あるいは２級に合格する語学力を養う。 

 

Students will acquire language skills equivalent to grade pre-2 or grade 2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français, which 

requires comprehensive capabilities in reading, writing, listening, and speaking. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法知識と語彙力を確実なものとすることを目指して、課題にとりくむ。随時、動詞活用や語彙のテスト、書き取りや聞き取りの演

習をおこなう。 

 

Students will immerse themselves in their tasks and aim to master grammatical knowledge and vocabulary skills. At any time, 

students may be given tests on verb conjugations and vocabulary, as well as seminars on writing and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび仏検準２級対策演習１ 

2. 仏検準２級対策演習２、２級対策演習１ 

3. 仏検準２級対策演習３、２級対策演習２ 

4. 仏検準２級対策演習４、２級対策演習３ 

5. 仏検準２級対策演習５、２級対策演習４ 

6. 模擬テスト 

7. 仏検準２級対策演習６、２級対策演習５ 

8. 仏検準２級対策演習７、２級対策演習６ 

9. 仏検準２級対策演習８、２級対策演習７ 

10. 仏検準２級対策演習９、２級対策演習８ 

11. 仏検２級対策演習９ 

12. 仏検２級対策演習１０ 

13. 模擬面接および仏検２級対策演習１１ 

14. 筆記テストおよび仏検２級対策演習１２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する課題にとりくみ、文法の復習をおこなう。また、二次試験の面接問題にそなえて、表現演習（コミュニカシオン）

を並行履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/仏検の成績(20%)/最終テスト(Final Test)(20%)/模擬テスト(20%)/口頭試問(20%) 

授業参加度は、授業態度、課題への取り組み、小テストの結果を総合して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2020、『仏検公式ガイドブック 傾向と対策+実施問題 ２０２０年度版』（準 2 級または 2 級）、フランス語教育振興協会 

仏検２級と準２級の練習問題や過去問題を配付するが、受験を予定している級の仏検公式ガイドブックを手元におく。授業には

毎回、１年生のときに使用した文法教科書および仏和辞書を持参のこと。 

 

参考文献（Readings） 

単語集を早目に手に入れて、夏休みから覚え始めるとよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休み中に、仏検３級の復習をしておくこと。 
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注意事項（Notice） 
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■AS203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS203／フランス語表現演習 ３ 

(French Seminars 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 1 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会話力と聴解を高め、語彙を増やし、フランス風の研究発表の方法を習得すること。  

 

Students will improve their speaking and listening skills while increasing their vocabularies. Students will also learn how to 

present their researches in French way.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週違う主題を取り扱う｡ 

学生は自分の経験を語る訓練や聴解の練習および聞き取りをする。 

また、各学生によるフランス語での発表も実施する。（テーマは教師とともに決定する） 

時おり短いビデオを視聴しコメントを加える。  

 

Each week students will immerse themselves in different subjects. 

Students will practice narrating their experiences, listening, and comprehending others. 

In addition, each student will make presentation in French. (Students will decide the subjects with their professor.) 

Occasionally students will watch short videos and comment on them.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介・発表方法の説明、第一テーマ「フランスの国土と地方」 

資料１・聞き取り・追加テーマ１ 

2. 資料２・聞き取り・追加テーマ２ 

3. 資料３・聞き取り・追加テーマ３ 

4. 資料４・聞き取り・追加テーマ４ 

5. 第二テーマ「フランスの季節と暮らし」・資料５・聞き取り・追加テーマ５ 

6. 資料６・聞き取り・追加テーマ６ 

7. 発表１・資料７・聞き取り・追加テーマ７ 

8. 発表２・資料 8・聞き取り・追加テーマ８ 

9. 発表３・第三テーマ「フランスの小中等教育」・資料 9・聞き取り・追加テーマ９ 

10. 発表４・資料 10・聞き取り・追加テーマ 10 

11. 発表５・資料 11・聞き取り・追加テーマ 11 

12. 発表６・資料 12・聞き取り・追加テーマ 12 

13. 発表７・資料 13・聞き取り・追加テーマ 13 

14. 聞き取り・知識の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

他の学生の発表のコメントをフランス語で行うことも評価される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・スマホ、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. AZRA, Jean-Luc. 2012. Les Japonais sont-ils différents ?. Connaissances et Savoirs (ISBN:978-2753902015) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS204／フランス語表現演習 ４ 

(French Seminars 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 2 

担当者名 

（Instructor） 
ディオ，Ｒ．(DIOT,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の理解力と会話力を高めていくための授業です。 

フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する知識も蓄えます。 

 

The goal of this class is to improve students’ comprehension and conversational skills in French. 

Students will also accumulate knowledge about culture, history, and current issues in French speaking areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニュースなどの映像資料を見た後、フランス語でその内容を口頭で要約し、その話題について感想や意見を述べる練習をしま

す。 

 

Students will watch video materials such as news and summarize orally their contents in French. Students will practice 

narrating their impressions and opinions about these subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 映像資料１ 

3. 要約・説明 

4. 感想・意見 

5. 映像資料２ 

6. 要約・説明 

7. 感想・意見 

8. 映像資料３ 

9. 要約・説明 

10. 感想・意見 

11. 映像資料４ 

12. 要約・説明 

13. 感想・意見 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習をして、次回の授業に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(80%)/期末テスト(20%) 

単位欲しくば欠席する勿れ。（公欠・病欠を除き、４回以上の欠席で単位取得不可）。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS208／フランス語表現演習 ８ 

(French Seminars 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライティング 2 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ce cours sera consacré à la pratique de l'écrit et de l'oral en français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Dans ce cours, nous travaillerons simultanément le commentaire, l'exposé écrit et la présentation orale. Les étudiants 

apprendront à analyser un document (petits textes; documents iconographiques), à le commenter de façon cohérente et 

structurée (introduction, développement s'appuyant sur des exemples, conclusion et expression d'un point de vue) Ils devront 

ensuite le présenter oralement devant la classe.  

Chaque présentation sera suivie d'une discussion en groupe. En fin de trimestre, les étudiants auront la possibilité de préparer 

puis présenter un document de leur choix. 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

2. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

3. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

4. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

5. Test 

6. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

7. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

8. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

9. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

10. Test 

11. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

12. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

13. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

14. Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Révision des corrections et des conseils donnés en classe (vocabulaire; grammaire; prononciation) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/devoirs(25%)/assiduite et participation(50%) 

L'évaluation sera globale (l'assiduité et la participation: 50%; des tests et des devoirs: 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 



 - 1482 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS209／フランス文学・文化演習 １ 

(Seminars in French Literature and Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション 1 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

かつて仏文１年生なら誰しも辞書片手に読んでいたとされる，平易な，しかし驚くほど美しいフランス語で書かれたカミュの『異邦

人』を読みます。 

 

Students will carefully read L'Étranger by Albert Camus. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『異邦人』は２部構成になっており，１部が６章，２部が５章から成っています。毎回１章ずつ読み進めていきます。作業は次の３

つ。 

１.担当者が用意したフランス語テキスト（ポッシュ版で２～３ページ）をていねいに読む（文法等については解説します）。 

２.翻訳で各章を読み，内容について議論。 

３.『異邦人』についてはすばらしい朗読が数種類出ているので，それを聞き，ディクテ，もしくは暗唱。 

こうしてカミュの美しいテクストを通してフランス語読解力を高めると同時に，聴解力をも高め，この作品の内容について深く考察

する予定です。 

受講者数にもよりますが，作品の内容に関する報告をしてもらおうとも考えています。フランス語に関してはあえて簡単な部分を

選んで読むので（分量も多くありません），決して上級者向きではありません。 

 

During the class, students will have to translate some excerpts from the novel.  

We will examine the problems that were taken up by Camus's work. Students will be required to read the work in preparation for 

the classes. Therefore, advance study is essential for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業の進め方について 

2. テクスト精読（１） 

3. テクスト精読（２） 

4. テクスト精読（３） 

5. テクスト精読（４） 

6. テクスト精読（５） 

7. テクスト精読（６） 

8. テクスト精読（７） 

9. テクスト精読（８） 

10. テクスト精読（９） 

11. テクスト精読（１０） 

12. テクスト精読（１１） 

13. 最終テストもしくは日本語論述テスト 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フランス語テキスト、参考文献、研究書、研究サイト等を初回授業で指示しますので、関心に応じて準備をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト(20%)/毎回の課題(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カミュ、1963、『異邦人』、新潮文庫 (ISBN:4102114017) 

フランス語テキストについては抜粋のコピーを配布。 
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参考文献（Readings） 

初回授業で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS210／フランス文学・文化演習 ２ 

(Seminars in French Literature and Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション 2 

担当者名 

（Instructor） 
海老根 龍介(EBINE RYUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩の原文講読を行いながら、フランス語読解力の向上を目指す。初級文法の確認と中級文法の学習を同時に行いながら、文学

作品を読む上で必要な語彙・表現を増やしていく。あわせてフランス詩法の基礎と、19 世紀フランス詩史の概略を理解する。 

 

Students will improve their French reading and comprehending skills by reading poems in original language. Students will learn 

intermediate grammars while checking beginner grammars. At the same time, students will increase essential vocabularies and 

expressions to allow them to read literature works. Combined, students will learn basics of French poetic principles and 

summary of 19th century French poem history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀初頭のロマン主義から、世紀末の象徴主義までの代表的な詩篇を、原文で読んでいく。演習の授業なので、受講者にあ

てて答えてもらう形で進めていくが、担当者をあらかじめ決めておくことはしない。全員がテクストのフランス語を事前に読み、考え

てくることが、最低限の前提となる。最初に教員がその日に扱う詩が書かれた背景や、作者の概要について 10 分程度で簡単に

説明し、そのあと、ランダムにあてる形で、重要な語彙・表現・文法事項ならびに詩法を確認しながら、全員で和訳を作成し、作品

全体の分析を行う。 

 

Students will read iconic poems in original language of periods from romanticism in early 19th century to symbolism of the end 

of the century. The class will be in seminar format. Students will be selected during the class to answer questions. Students will 

not be pre-selected for tasks. At the minimum, everyone must read and think about the French texts before class. First, 

professor will use about 10 minutes to explain author summary and backgrounds of poems to be studied that day. After that, 

professor will select students randomly to test for important vocabulary, expression, and grammar. Everyone will then translate 

the texts into Japanese and analyze the overall works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ： フランス詩法の基礎 

2. ロマン主義の詩（１） ： ラマルチーヌその１  

3. ロマン主義の詩（２） ： ラマルチーヌ その２ 

4. ロマン主義の詩（３） ： ユゴー その１ 

5. ロマン主義の詩（４） ： ユゴー その２ 

6. ロマン主義の詩（５） ： ネルヴァル 

7. 象徴主義の詩（１） ： ボードレール その１ 

8. 象徴主義の詩（２） ： ボードレール その２ 

9. 象徴主義の詩（３） ： ヴェルレーヌ その１ 

10. 象徴主義の詩（４） ： ヴェルレーヌ その２ 

11. 象徴主義の詩（５） ： ランボー 

12. 象徴主義の詩（６） ： マラルメ その１ 

13. 象徴主義の詩（７） ： マラルメ その２ 

14. まとめとテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その日あつかう詩については、単語・表現はすべて調べて答えられるようにしておくこと。文法事項や詩法は、慣れないと難しいこ

ともあるが、少なくともできる限り調べ、何が分からなかったかを明確にしてから出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/和訳・語彙・文法事項・詩法についての発表(30%)/分析に関する議論への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する 
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参考文献（Readings） 

1. 安藤元雄、1996、『フランス詩の散歩道（新版）』、白水社 

2. 窪田般彌、1996、『ミラボー橋の下をセーヌが流れ ー フランス詩への招待（新版）』、白水社 

3. 吉田加南子、2008、『フランス詩のひととき ー 読んで聞く詞華集』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS211／フランス文学・文化演習 ３ 

(Seminars in French Literature and Culture 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エッセー1 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれたエッセイを精読する。フランス語で書かれた文章を深く理解して、日本語に翻訳する技術を習得する。翻訳

とは不可能な試みであるが、その不可能性と闘いながら、乗り越える努力をする。そして、フランス文学におけるエッセイの重要

性を理解する。 

 

We read essays written in French. To deeply understand sentences written in French and acquire the skills to translate them 

into Japanese. Translation is an impossible attempt, but we strive to overcome it while fighting it.  And we understand the 

importance of essays in French literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

短いエッセイや抜粋をフランス語で精読する。複数の作家が執筆した文章を講読して、多様な文章に触れる。それらの文章をど

のように日本語に翻訳するかを検討する。授業では、ランダムに指名して、音読と和訳をしていただく。その後で、教師が解説をし

ながら和訳を行う。取り上げる作家は、シャルル・ボードレール、ロラン・バルト、ジョルジュ・ディディ=ユベルマンなどを予定してい

る。できるだけ多くの作家を取り上げたい。 

 

We read short essays and excerpts in French. We read various texts written by multiple writers. We consider how to translate 

those sentences into Japanese. In the class, you will be asked to read aloud and translate in Japanese at random. After that, 

the teacher translates into Japanese while explaining.The authors will feature Charles Baudelaire, Roland Barthe and Georges 

Didi-Huberman.  I want to take as many writers as possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の説明 

2. 講読 

3. 講読 

4. 講読 

5. 講読 

6. 講読 

7. 講読 

8. 講読 

9. 講読 

10. 講読 

11. 講読 

12. 講読 

13. 講読 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、辞書を引きながらテクストを読んでください。それから、日本語で翻訳文を作成してください。さらに、復習として、自分

の訳文をもう一度再検討して、より良い訳文の作成を試みてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業中の発表と参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

教室で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1489 - 

■AS212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS212／フランス文学・文化演習 ４ 

(Seminars in French Literature and Culture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エッセー2 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で近年に書かれた論説文やニュースを読み、語彙の拡充にも目を配りながら、総合的な読解力の向上をはかってい

く。文法知識を実際に応用することで自分のものとし、この種のテキストを興味に応じて情報や考察の材料とするための足がかり

としてほしい。 

 

Through reading French essays and news written in recent year, students will enhance their vocabulary and improve their 

overall reading skills. Practical application of their grammatical knowledge may help them in the future to read similar texts, on 

their own initiative and according to their interests, for further information or analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの文化や社会に関する新聞・雑誌記事を読んでいく。取り上げる可能性が高いテーマは食、異文化、歴史などだが、最

近の出来事あるいは履修生の関心に応じて年ごとに変わる。例えば前年度には最初にノートルダム大聖堂の歴史に関する日刊

紙『ル・モンド』の解説記事を取り上げた。授業の際には仏和辞書（および必要に応じて文法の教科書など）が必携。 

 

Students will read news and magazine articles on French culture and society. Culinary culture, intercultural communication, and 

French history are most likely to be treated, subject however to change according to recent events or students' interests. In 

the academic year 2019, as a example, the first text (an article of the daily newspaper Le Monde) concerned the history of 

Notre-Dame de Paris. Students should bring to class their French-Japanese dictionary (and their grammar textbook if 

necessary). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講読 1 

3. 講読 2 

4. 講読 3 

5. 講読 4 

6. 講読 5 

7. 講読 6 

8. 講読 7 

9. 講読 8 

10. 講読 9 

11. 講読 10 

12. 講読 11 

13. 講読 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回、および読みかけのプリントが終わりかけた時点で、次のプリントを配布しますので、あらかじめ辞書で単語を調べ、できる範

囲で読解に努めてください（語義が多岐にわたる単語には注意、特に電子辞書使用の場合には）。予習にあたっては毎回 1.5〜

2.5 ページをおおよその基準としてください（欠席した場合もそれを目安に予習してください）。予習時にわからなかった部分につい

ては、どのようなレベルでわからなかったのかを自己分析しておき、それを発展的に解消するような心がまえで授業に臨みましょ

う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率および準備学習と授業参加の度合い(65%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

予習がとても重要です。 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS213／フランス文学・文化演習 ５ 

(Seminars in French Literature and Culture 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時事フランス語 1 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス社会のさまざまな時事問題に関する文章をフランス語で読み、時事フランス語を読解する力を養う。 

 

This course aims to develop the ability to read about current affairs in French, so that students may be able to read texts on 

various current affairs concerning French society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

時事フランス語をあつかった教科書を読み、文法事項を確認しながら内容の把握を行う。また、その他のエッセイ、評論、雑誌・新

聞記事、インターネット上の記事なども授業内では扱う。時事フランス語の学習を通じて、現在フランス社会についての認識を深

めるよう努める。 

 

Students use textbooks dealing with current affairs in French and understand the contents while checking grammatical matters. 

In addition, other essays, reviews, magazine/newspaper articles, and Internet articles are covered in this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・方針確認、フランス語の新しい綴り字について 

2. 第 1 課：フランスの標語 

3. 第 2 課：2020 年には観光客 1億人？ 

4. 第 3 課：働きすぎてはいけない 

5. 第 4 課：自由の女神 

6. 第 5 課：人種差別 

7. 第 6 課：2020 年東京オリンピック 

8. 第 7 課：ショパンとフランス 

9. 第 9 課：同棲愛の権利 

10. 第 10 課：パリのノートルダム大聖堂 

11. 第 11 課：外国語の学習 

12. 第 12 課：クロード・モネ 

13. 第 13 課：混合結婚 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書や配布されたプリントを事前に読み、訳文を用意し、文法事項について確認しておくこと。授業で指名された際に訳文を発

表し、文法事項に関する質問に答えられるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石井洋二郎、ミシェル・サガス、2020 年、『時事フランス語：2020 年度版』、朝日出版社 (ISBN:ISBN978-4-255-35313-5) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業に必ず辞書を持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS214／フランス文学・文化演習 ６ 

(Seminars in French Literature and Culture 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時事フランス語 2 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幅広い時事問題を扱ったテキストをフランス語で読み，時事フランス語の読解力を身につける。その内容から，現代フランスの諸

問題に触れる。 

 

Students will read texts describing wide variety of current cultural and social issues in French to acquire reading and 

comprehension skills in modern French. In addition, through these contents, students will be introduced to various issues in 

modern France. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書を使って、文化、社会の最新の時事問題を扱うテキストの日本語訳を行うとともに、読解を行う上で重要な文法事項の確

認を行う。その後、教師が用意する雑誌・新聞・インターネットのサイト等の短い記事の講読に進む。記事の内容は，芸術・文化, 

政治, 経済, 社会などを扱う。授業は講読形式で行う。 

 

Students will use textbooks to translate texts describing the latest cultural and social issues from French into Japanese. 

Students will check for important grammars while reading and comprehending these texts. After that, students will continue 

reading short articles from magazines, news, and internet prepared by professor. These articles will focus on art, culture, 

politics, economy, and society. Classes will consist of readings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 教育：制服への回帰？ 

2. 第２課 教育：バカロレア改革と大学入試改革 

3. 第３課 スポーツ：2024 年、パリ五輪に向けて 

4. 第４課 経済：フランスはスタートアップの国？ 

5. 第５課 社会：移民とフランスの文化 

6. 第６課 環境：パリは緑の都？ 

7. 第７課 舞台芸術：国立パリ・オペラ座バレエ団 

8. 第８課 ファッション：ファッションとメセナの伝統 

9. 第９課 国際：2050 年、フランス語の話者７億人？ 

10. 第１０課 思想：AIそれとも CI ? 

11. 第１１課 文学：文学大国・フランス 

12. 第１２課 政治：2017 年、前例のない大統領選挙 

13. 関連テキスト読解 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で訳すテキストを予習し,授業で指名されたときには必ず訳や文の構造に関する質問に答えられるようにしておくこと。 

最新の時事問題を扱うため,辞書にない単語が記事の中で用いられている場合がある。その場合は、インターネットを活用して調

べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内の活動(60%) 

「授業内の活動」は、授業に積極的に参加し、教師の質問に的確に答えることを基準とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡見さえ、ミカエル・デプレ、2019、『12テーマでわかるフランス事情』、白水社 (ISBN:ISBN978-4-560-06133-6) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業には辞書を持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS215／フランス文学・文化演習 ７ 

(Seminars in French Literature and Culture 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス古典喜劇作家モリエールの作品を精読し、17 世紀の劇作品を知ると同時に、劇作家が浮き彫りにした時代背景を理解す

る。 

 

The aim of this course is to make students familiarize themselves with the 17th century theatre plays and their historical 

background, by carefully reading the works of classic French comedy playwright Molière. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モリエール『ドン・ジュアン』を精読する。 

随時資料映像を紹介するので、読むだけでなく、視覚的側面から、モリエール作品を体感していく。『ドン・ジュアン』執筆・上演時

のフランスの社会を感じながら、作品を理解する。 

授業は受講者に訳してもらいながら進めていくので、予習を怠らないこと。 

 

Students will carefully read “Dom Juan” by Molière.  

Video materials will be also shown to students from time to time. 

Students would thus understand “Dom Juan” while comprehending the French society at the time when the play was written 

and performed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：モリエールの生涯、『ドン・ジュアン』執筆・上演時の時代背景 

2. テクスト精読（１） 

3. テクスト精読（２） 

4. テクスト精読（３） 

5. テクスト精読（４） 

6. テクスト精読（５） 

7. テクスト精読（６） 

映像（１） 

8. テクスト精読（７） 

9. テクスト精読（８） 

10. テクスト精読（９） 

11. テクスト精読（１０） 

12. テクスト精読（１１） 

13. テクスト精読（１２） 

映像（２） 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で進むであろう範囲の予習をしておくこと。 

訳の準備の仕方、発表、提出の仕方は初回の時に説明をするので、それらを遵守すること。 

グループワークの際は授業内外での連携も必要になるので各々自分の責任を持つこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(30%)/授業参加（訳読発表・リアクションペーパー含む）(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Molière. 2016.  Dom Juan . hachette (ISBN:9782013949606) 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS216／フランス文学・文化演習 ８ 

(Seminars in French Literature and Culture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれた映画シナリオの講読を通して、今まで学習した文法や語彙に関する知識を整理し、フランス語力の向上を

目指す。  

 

Students will read and translate french movie script. Through these, students will organize grammar and vocabulary knowledge 

they have learnt so far and improve their linguistic skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジャック・ドゥミ監督作品『シェルブールの雨傘』のシナリオを講読する。どの学生にも、自分の考えについての発言を求めるので、

積極的な授業参加が重要となる。  

 

Students will read and translate Jacques Demy's Les Parapluie de Cherbourg. Note that every student is required to present 

their explanations. Hence active participation in the class is important.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入・授業の進め方 

2. テクスト講読１ 

3. テクスト講読２ 

4. テクスト講読３ 

5. テクスト講読４ 

6. テクスト講読５ 

7. テクスト講読６ 

8. テクスト講読７ 

9. テクスト講読８ 

10. テクスト講読９ 

11. テクスト講読１０ 

12. テクスト講読１１ 

13. テクスト講読１２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の担当箇所はもちろん、それ以外の部分についてもテクストを丹念に調べて訳読したうえで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加度・ミニ課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャック・ドゥミ著、窪川英水編・注、1987、『シェルブールの雨傘』、白水社 (ISBN:9784560011102) 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS225／フランス語表現演習 ５ 

(French Seminars 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 3 

担当者名 

（Instructor） 
アラン＝ブルネ(HARANG-BRUNET P.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業ではフランス人との交流を想定し、以下のことをめざします。 

フランス語の文を正確な発音で、リズムよく読めるようになること。 

授業で紹介される基本文をすべて覚えること。 

授業で紹介された基本文を発展させ、自分の考え•思いをフランス語で表現できるようになること。 

 

In this lesson, we will aim to interact with French people and aim to: 

To be able to read French sentences with correct pronunciation and rhythm. 

Learn all the basic sentences introduced in class. 

To develop the basic sentence introduced in the class so that you can express your thoughts in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

二人で会話をすること。 

発表の準備もあります。 

 

Students will have a conversation in pairs. They must prepare for presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentations 

2. Qui suis-je ? 

3. Qui suis-je ? (2) 

4. Qu'est-ce que la francophonie ? 

5. Dans une boutique de vêtements  

6. Dans une  boutique de vêtements (2) 

7. Comment interviewer une star ? 

8. Comment interviewer une star ? (2) 

9. Vous préférez la ville ou la campagne ?  

10. Vous préférez la ville ou la campagne ? (2) 

11. En général, qu'est-ce que vous faites le weekend ? 

12. En général, qu'est-ce que vous faites le weekend ? (2) 

13. C'était comment, ce film ? 

14. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances ? 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生は授業で見た語彙を覚えなければなりません。 

発表の準備もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配ります。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS226／フランス語表現演習 ６ 

(French Seminars 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 4 

担当者名 

（Instructor） 
アラン＝ブルネ(HARANG-BRUNET P.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業ではフランス人との交流を想定し、以下のことをめざします。 

フランス語の文を正確な発音で、リズムよく読めるようになること。 

授業で紹介される基本文をすべて覚えること。 

授業で紹介された基本文を発展させ、自分の考え•思いをフランス語で表現できるようになること。 

 

In this lesson, we will aim to interact with French people and aim to: 

To be able to read French sentences with correct pronunciation and rhythm. 

Learn all the basic sentences introduced in class. 

To develop the basic sentence introduced in the class so that you can express your thoughts in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

二人で会話をすること。 

みんなの前で発表すること。 

 

Students will have a conversation in pairs. They must prepare for presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentations 

2. La fête de la gastronomie 

3. Ecoute d'un dialogue-type 

(Compréhension orale) 

4. Lecture d'un dialogue-type 

(Prononciation ) 

5. Ecriture et présentation d'un dialogue-type 

6. La Toussaint / Halloween en France 

7. Culture  

Ce que les Français connaissent du Japon 

8. Culture （2） 

Présenter un élément typique de la culture japonaise en français 

9. Etude d'un document audiovisuel 

10. Etude d'un document audiovisuel (2） 

11. Spécial Noël  (présentation des festivités, chants...) 

12. Spécial Noël (2） 

Rédiger une carte de vœux en français 

13. Récit au passé  

“Mes vacances d'hiver” 

14. Récit au passé （2） 

“Mes vacances d'hiver” (suite) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生は授業で見た語彙を覚えなければなりません。 

発表の準備もあります。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS227／フランス語表現演習 ７ 

(French Seminars 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライティング 1 

担当者名 

（Instructor） 
ディオ，Ｒ．(DIOT,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文章力向上を図る授業です。作文練習を通じて、フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する知識も蓄えま

す。 

 

The goal of this class is to improve students’ writing skills in French. By composing essays, students will also accumulate 

knowledge about culture, history, and current issues in French speaking areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する資料に基づいて、様々なテーマについて作文の練習をします。テーマは最初

のオリエンテーションの時に履修者と相談の上決定します。 

 

Students will use materials about culture, history, and current issues in French speaking areas to write essays on various 

subjects. These subjects will be decided after discussion with students during the initial orientation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 作文１（提出） 

3. 作文１（コメント） 

4. 作文２（提出） 

5. 作文２（コメント） 

6. 作文３（提出） 

7. 作文３（コメント） 

8. 作文４（提出） 

9. 作文４（コメント） 

10. 作文５（提出） 

11. 作文５（コメント） 

12. 作文６（提出） 

13. 作文６（コメント） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課題を準備します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(80%)/期末テスト(20%) 

単位欲しくば欠席する勿れ。（公欠・病欠を除き、４回以上の欠席で単位取得不可）。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS229／フランス語表現演習 ９ 

(French Seminars 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス 1 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ce cours sera consacré à la pratique de l'écrit et de l'oral en français 

 

授業の内容（Course Contents） 

Dans ce cours, nous travaillerons simultanément le commentaire, l'exposé écrit et la présentation orale. Les étudiants 

apprendront à analyser un document (petits textes; documents iconographiques), à le commenter de façon cohérente et 

structurée (introduction, développement s'appuyant sur des exemples, conclusion et expression d'un point de vue) Ils devront 

ensuite le présenter oralement devant la classe.  

Chaque présentation sera suivie d'une discussion en groupe. En fin de trimestre, les étudiants auront la possibilité de préparer 

puis présenter un document de leur choix. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

2. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

3. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

4. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

5. Test 

6. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

7. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

8. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

9. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

10. Test 

11. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

12. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

13. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion et correction. 

14. Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Révision des corrections et des conseils donnés en classe (vocabulaire; grammaire; prononciation) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/devoirs(25%)/assiduite et participation(50%) 

L'évaluation sera globale (l'assiduité et la participation: 50%; des tests et des devoirs: 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS230／フランス語表現演習 １０ 

(French Seminars 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス 2 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会話をしながら、語彙やコミュニケーションパターンを増やすこと。聴解を改善させること。研究発表の仕方の基礎を身に着けるこ

と。   

 

Students will communicate in French and increase their vocabularies and communication patterns. Students will improve their 

listening and comprehending skills. Students will learn basics of research presentation.   

 

授業の内容（Course Contents） 

各授業は以下の４つの段階で行われる。 

１．教師の質疑にクラスの前で応答（会話の練習）する（例えば、「最近、何をしましたか」「最近読んでいるものは何ですか」「最近

見た映画を紹介してください」など） 

２．学生による発表（テーマは教師とともに決定する） 

３．練習（特に聞き取りや聴解） 

４．教師によるプリントのコメントとフランス語圏の国々の社会の説明 

 

Each class will be divided into the following 4 stages. 

1. Students will answer professor’s question in front of the class (conversational practice) (for example: What have you done 

recently? What did you read recently? What films did you watch recently?) 

2. Presentations by students (subjects will be decided together with professor) 

3. Practice (particularly listening and comprehending) 

4. Professor will provide comments for printed materials and explain about societies in various French speaking countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介・発表方法の説明、第一テーマ「フランスの高等教育」 

資料１・聞き取り・追加テーマ１ 

2. 資料２・聞き取り・追加テーマ２ 

3. 資料３・聞き取り・追加テーマ３ 

4. 資料４・聞き取り・追加テーマ４ 

5. 第二テーマ「フランスで食べる」・資料５・聞き取り・追加テーマ５ 

6. 資料６・聞き取り・追加テーマ６ 

7. 発表１・資料７・聞き取り・追加テーマ７ 

8. 発表２・資料 8・聞き取り・追加テーマ８ 

9. 発表３・第三テーマ「フランスの政治」・資料 9・聞き取り・追加テーマ９ 

10. 発表４・資料 10・聞き取り・追加テーマ 10 

11. 発表５・資料 11・聞き取り・追加テーマ 11 

12. 発表６・資料 12・聞き取り・追加テーマ 12 

13. 発表７・資料 13・聞き取り・追加テーマ 13 

14. 聞き取り・知識の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。  

他の学生の発表のコメントをフランス語で行うことも評価される。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 
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テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. AZRA, Jean-Luc. 2012. Les Japonais sont-ils différents ?. Connaissances et Savoirs (ISBN:978-2753902015) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS301／文学講義 ２０１ 

(Lectures on Literature 201) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏中世・ルネサンス文学 

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） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学最古の作品『ロランの歌』を通して見る中世フランス社会 

 

This course aims for students to understand medieval French society in "La Chanson de Roland," the oldest French literary 

work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ロランの歌』は 11 世紀頃に成立した、皇帝シャルルマーニュとイスラム教徒との戦いを描く武勲詩である。主人公は若く勇敢な

騎士ロランであるが悲劇的な最期を迎える。この物語を読みながら、封建社会、騎士道、宗教、友情、裏切りなどのテーマについ

て考えたい。 

 

"La Chanson de Roland" is a French epic poem of the 11th century, describing the battle between Charlemagne and Muslims. 

The hero Roland meets a tragic end. Reading this poem in Japanese, students examine several themes, for example, feudalism, 

chivalry, religion, friendship, and betrayal. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス史概説 

2. フランス文学史および詩の読み方について 

3. 古フランス語入門 

4. 中世の写本（書記法、字体など） 

5. 『ロランの歌』とは何か（成立過程についての諸説） 

6. 『ロランの歌』における封建社会と騎士道 

7. 『ロランの歌』における宗教（キリスト教とイスラム教） 

8. 『ロランの歌』における愛と友情 

9. 『ロランの歌』における裏切り 

10. 主人公ロランの人物描写についての考察 

11. テクスト講読 1 

12. テクスト講読 2 

13. テクスト講読 3 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前に毎回テキスト（岩波文庫）の該当箇所を読んでおくこと。また各受講者の関心に応じて中世ヨーロッパの騎士道にかか

わる歴史書や文学作品を読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、課題など）(60%) 

リアクションペーパや中間課題等を課す予定 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 有永弘人（訳）、1965、『ロランの歌』、岩波文庫 (ISBN:4003250117) 

テキストを毎回持参のこと 

 

参考文献（Readings） 

1. 新倉俊一他、1990、『フランス中世文学集 1』、白水社 (ISBN:456004600X) 

2. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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フランス語の力は必要ありません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS303／文学講義 ２０３ 

(Lectures on Literature 203) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏古典主義文学 

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） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学（ここでは特に 18 世紀フランス文学）や思想、絵画を通して、セクシュアリティについて考えます。18 世紀の文学や思想はい

かに「性」を捉え、描いているのでしょうか。「性」についての「言説の爆発」（フーコー）が起こったとされるこの時代、さまざまなジャ

ンルの文学や哲学がセクシュアリティを問題化していきます。文学と「性」の関係について考えてみましょう。 

 

This course aims to read literary works and examine the problems (especially sexuality) addressed in contemporary literature of 

18th-century France, said to be the birthplace of modernity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 まずは誰もが知っている日本文学を例に、問題の所在を明らかにしたうえで、歴史学（アナール派）や思想史（特にフーコー）、

精神分析の研究成果を参照しながら、「性」に関する基本的な情報を確認していきます。そして実際の文学作品・芸術作品の読

解を通して、セクシュアリティの様々な側面（恋愛、子供の性、自慰、同性愛、倒錯、サディズムなど）について考えていきます。デ

ィドロ、ルソー、サドの作品を、毎回トピックスを変えながら分析していきます。また当時の絵画をみてもらい、それについて自分な

りの分析を展開してもらいます。 

 

This course aims for students to read literary works written in 18th-century France, from the point of view of sexuality.  

Students are introduced to the leaders of enlightenment doctrine Voltaire and Diderot, the anti-enlightenment maverick 

Rousseau, and the outrageous novelist de Sade. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 － 問題の所在 

2. 西欧と「性」（１）＋絵画作品分析 

3. 西欧と「性」（２）＋絵画作品分析 

4. 西欧と「性」（３）＋絵画作品分析 

5. 文学作品分析（１） 

6. 文学作品分析（２） 

7. 絵画作品分析 

8. ポルノグラフィについて 

9. 「性」と１８世紀女性（１） 

10. 「性」と１８世紀女性（２） 

11. 文学作品分析（３） 

12. 文学作品分析（４） 

13. 文学作品分析（５） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一回目の授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(20%)/最終テスト(20%)/コメント等提出物(30%)/授業参加度(30%) 

平常点はリアクションペーパー（小テスト）評価を含む。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料配布。 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業時に指示。 

 



 - 1509 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS305／文学講義 ２０５ 

(Lectures on Literature 205) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近・現代小説 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） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品、舞台芸術、映像などを通して、フランス十九世紀の文化と社会を考察する。 

 

In this course, students analyze 19th-century culture and society in France by studying literature, stage arts, and videos.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス十九世紀は、フランス大革命および産業革命という十八世紀末に起こった二つの「革命」を受けて、新しい現代的な価値

観が形作られていった時代です。この授業では、文学作品はもちろんのこと、当時のブルジョワジーのサブ・カルチャーであった

オペラやバレー等の舞台芸術を参照しながら、この激動の時代の諸相を探っていきたいと思います。恋愛観の変遷から政治体制

の変化まで、できるだけ多様なテーマを取り上げるつもりです。舞台作品を扱っても、主眼はあくまでその背景にある社会的・歴

史的な文脈にあるので、たとえば政治にまったく関心のない学生は受講しないよう勧めます。また毎回授業の最後にコメント・カ

ードを提出してもらうが、授業の内容をまったく理解していない場合は，欠席扱いとするので注意すること。なお、以下の授業計画

はあくまでひとつの目安にすぎない。 

 

During the nineteenth century in France, new contemporary values were formed in response to  two "revolutions" at the end 

of the eighteenth century, the Great French Revolution and the Industrial Revolution. Besides reading literature in this course, 

students analyze French society after the revolutions by referring to bourgeoisie sub-culture, notably stage arts such as opera 

and ballet. The course aims to cover as many themes as possible, from changes in the view of love to the political system. Even 

with stage productions, the main focus is on the social and historical context behind them, so students with no interest in 

politics, for example, are recommended not to attend. In addition, students submit comment cards at the end of each meeting. 

Note: Students are considered absent if they fail to understand course contents. The following class plan is an approximate 

outline. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（旧体制と劇場文化） 

2. 十九世紀フランス社会と劇場文化 

3. 宮廷社会から市民社会へ（恋愛観の変遷） 

4. ロココ文化と宮廷風恋愛 

5. 市民社会における結婚文化 

6. フランス革命とジェンダー 

7. 革命の挫折と世紀病 

8. ウィーン体制としらけ世代 

9. 成金ブルジョワの時代 

10. バブル経済と酒池肉林 

11. ナショナリズムの誕生 

12. 植民地主義の時代 

13. 大衆文化と芸術の終焉 

14. 最終試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介するオペラやバレエ等の舞台作品は、可能な限り DVD を使って、あるいは実際に舞台に観に行くことが望ましい。

また、授業開始時までに、フランス革命から第一次大戦までのフランス史を必ずおさらいしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席とコメントカード(40%) 

筆記試験は最終授業時に行う 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席とコメントカード 40%) 
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テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田暁生、2001、『オペラの運命』、中公新書 

2. 岡田暁生、2005、『西洋音楽史』、中公新書 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義中心とするが、随時、DVD などの視覚教材を用いる。また、毎回リアクションペーパーを書かせ、内容がひどい場合

は欠席扱いとする。リアクションペーパーに対するフィードバックを、授業の最初に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS307／文学講義 ２０７ 

(Lectures on Literature 207) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏文学 

担当者名 

（Instructor） 
廣松 勲(HIROMATSU ISAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業の目標は、世界に広がるフランス語圏（フランコフォニー）の文学を検討対象として、フランス共和国以外の地域において

「フランス語で書かれた作品」が、どのような社会文化的背景の下で、どのような問題意識に基づいて制作されてきたのかを理解

することにある。とりわけ、「アメリカ大陸」のフランス語圏、つまり「カリブ海域諸島のフランス海外県」と「カナダ・ケベック州」に注

目しながら、当該地域の社会状況の検討に基づいた「社会学的なテクスト分析」を行う。 

 

 The goal of this class is to focus on literatures of French speaking areas expanding in the world (Francophonie). Furthermore, 

students will aim to understand the social, cultural contexts, and problem awareness in which these foreign-territory French 

works were authored. Specifically, students will focus on Francophonie in American continent, i.e. overseas French territory in 

Caribbean and Quebec Canada. Students will analyze social conditions of these regions and analyze sociological texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的に「講義形式」にて授業を進める。まず始めに、「フランス語圏（フランコフォニー）」の成立史を検討した上で、「フランス語

圏文学研究」が抱える問題を検討する。その上で、アメリカ大陸のフランス語圏（カリブ海域諸島とカナダ・ケベック州）について、

地域研究的な視点から検討した上で、何人かの代表的な作家についてテクスト分析を加える。 

 

 In general, this class will proceed in lecture format. First, students will analyze history of Francophonie establishment and then 

analyze issues surrounding literature research in Francophonie regions. Furthermore, students will conduct analysis from 

perspective of regional research on Francophonie in American continent (Caribbean and Quebec Canada). Students will analyze 

texts of several iconic authors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

フランス語圏（フランコフォニー）とはなにか？：フランコフォニーの成立と「OIF」の役割 

2. フランス語圏（フランコフォニー）と文学研究：どのようにフランス語圏文学を分析するか？ 

3. カリブ海域のフランス語圏①：カリブ海域の歴史・社会・文化 

4. カリブ海域のフランス語圏②：エメ・セゼールと「帰郷の物語」 

5. カリブ海域のフランス語圏③：エドゥアール・グリッサンと「空間の物語」 

6. カリブ海域のフランス語圏④：パトリック・シャモワゾーと「語り部の物語」 

7. カリブ海域のフランス語圏⑤：カリブ海域における言語とアイデンティティ 

8. カナダ・ケベック州のフランス語圏①：ケベック州の歴史・社会・文化 

9. カナダ・ケベック州のフランス語圏②：ジャック・ゴドブーと「ケベック文学の誕生」 

10. カナダ・ケベック州のフランス語圏③：エミール・オリヴィエと「亡命の物語」 

11. カナダ・ケベック州のフランス語圏④：ダニー・ラフェリエールと「移住者のアイデンティティ」 

12. カナダ・ケベック州のフランス語圏⑤：ケベック州の文化思想 

13. ケベック州における脱植民地化の言説：ジャン＝ダニエル・ラフォンの映画を巡って 

14. 総括：フランス語圏文学の共通点と相違点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本授業で言及されるフランス語圏地域については、出来るだけ自分自身でも情報を収集するように心掛けてください。また、レ

ポートの分析対象は授業で言及される地域（アメリカ大陸のフランス語圏）以外の作家・作品も認めます。そのため、日頃から出

来るだけ広い範囲のフランス語圏（文学に限らず）に関して情報を収集するように心掛けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

期末レポートと平常点によって評価する。ただし、欠席回数が 3 回以上を超えた者については D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストは特に指定しません。授業ごとに資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野千香子、2002、『フランス植民地主義の歴史』、人文書院 (ISBN:978-4409510490) 

2. 鳥羽美鈴、2012、『多様性のなかのフランス語』、関西学院大学出版会 (ISBN:978-4862831019) 

3. 中村隆之、2012、『フランス語圏カリブ海文学小史：ネグリチュードからクレオール性まで』、風響社 (ISBN:978-4894897557) 

4. 小畑精和、2003、『ケベック文学研究：フランス系カナダ文学の変容』、御茶の水書房 (ISBN:978-4275019608) 

5. 国本伊代 編著、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 (ISBN:978-4750345345) 

6. 小畑精和・竹中豊 編著、2009、『ケベックを知るための 54 章』、明石書店 (ISBN:978-4750329512) 

その他の関連書籍等については授業で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS309／文学講義 ２０９ 

(Lectures on Literature 209) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス思想 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの現代哲学におけるイメージ論を概観する。いくつかの作品を取り上げ、具体的にその内容を紹介します。  

 

This course aims to provide a historical overview of the concept of image in modern French  philosophy, taking up several 

specific works to introduce their content in detail. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，フランス哲学の重要な思想家をとりあげ，そのイメージ論を紹介，検討する。その際，思想家の生の言葉に触れるように抜

粋を読み，時代背景などもからめて解説していきます。取り上げる予定の主な思想家：ベルクソン，サルトル，メルロー＝ポンテ

ィ，バタイユ，レヴィ＝ストロース，ロラン＝バルト，ドゥルーズ，フーコー，デリダ，ジャン＝リュック・ナンシーなど 

 

Each course meeting takes up an important thinker of French philosophy and introduces and explains his image theory. The 

texts are explained  with background. Featured thinkers: Bergson, Sartre, Merleau-Ponty, Bataille, Levi-Strauss, Barthes, 

Deleuze, Foucault, Derrida, Jean-Luc Nancy, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義１ 

2. 講義２ 

3. 講義３ 

4. 講義４ 

5. 講義５ 

6. 講義６ 

7. 講義７ 

8. 講義８ 

9. 講義９ 

10. 講義１０ 

11. 講義１１ 

12. 講義１２ 

13. 講義１３ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う思想家のテクストをできるだけ多く読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS311／文学講義 ２１１ 

(Lectures on Literature 211) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス美術 

担当者名 

（Instructor） 
泉 美知子(IZUMI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では 19 世紀フランス美術を通して、近代絵画の成立について考えます。 

 

In this class, students will reflect on establishment of modern paintings through 19th century arts in France. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀以降の西洋絵画は、伝統的なもの解体し、それに代わる新しい主題や表現様式を開拓することになります。そうした新

しい絵画の誕生を、「アカデミック・システム」から「画商・批評家システム」への美術制度の転換という観点からとらえます。王侯貴

族や教会などのパトロンが衰退すると、新たな購買者、鑑賞者となったのは新興ブルジョワジーでした。彼らと芸術家を結びつけ

たのが、画商と美術批評家です。 

 19 世紀フランス絵画は、新古典主義、ロマン主義、レアリスム、印象主義、ポスト印象主義と芸術運動が移り変わり、画家では

ダヴィッド、アングル、ジェリコー、ドラクロワ、ミレー、クールベ、マネ、モネ、セザンヌが出現します。 

 今秋はアーティゾン美術館で「クロード・モネ−風景への問いかけ」展が開催され、オルセー・オランジュリー美術館からモネ作

品が来日します。今年は 19 世紀における風景画の隆盛とともに、モネがもたらした風景画の革新について考えます。 

 

 Western paintings after 19th century disassemble traditional paintings. New subjects and methods of expressions were 

explored to replace them. Students will approach the birth of new paintings through perspective of transition, from academic 

system to art dealer/critic system. As royalties and churches faded as patrons, emerging bourgeoisie became new buyers and 

audiences. Art dealers and critics connected them with artists. 

 19th century French paintings experienced transforming art movements, including neo-classicism, romanticism, realism, 

impressionism, post-impressionism. Artists such as David, Ingres, Géricault, Delacroix, Millet, Courbet, Manet, Monet, and and 

Cézanne appeared in the front stage. 

 This autumn, Artizon Museum will organize the exposition "Claude Monet- Asking the landscape", with Monet's work coming 

from the Orsay Orangerie Museum. This year students will reflect on the development of landscape painting in the 19th century 

and the innovation of Monet. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：19 世紀フランス美術とは 

2. 19 世紀前半のフランス絵画：新古典主義 

3. 19 世紀前半のフランス絵画：ロマン主義 

4. 19 世紀前半のフランス絵画：バルビゾン派 

5. レアリスム：クールベと歴史画の解体 

6. 第二帝政期のサロン：マネと裸婦像 

7. 19 世紀前半のフランス絵画：歴史風景画 

8. 19 世紀前半のフランス絵画：バルビゾンから印象派へ 

9. 芸術家のグループ展：印象派展 

10. 印象派の風景画と風俗画 

11. 印象派とジャポニスム 

12. 印象派をめぐる批評 

13. 印象派と画商 

14. 全体のまとめ：秋の展覧会の見どころ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

下記の参考文献を予習としてあるいは復習として読むことで、授業への理解が深まります。また、授業で取り上げた作品をじっくり

観たい場合はネットを活用しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(41%)/課題(59%) 

8 回以上の出席（授業最初の出席記入あるいは授業最後の課題提出）を必要とする。<BR>7 回以下は評価の対象になりません

（レポートを提出しても評価の対象になりません）。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業

参加度とコメントカード 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書はありません。授業ではプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田紀夫監修、2004 年、『印象派美術館』、小学館 

2. 三浦篤、2016 年、『まなざしのレッスン ２西洋近現代絵画』、東京大学出版会 

3. 三浦篤ほか、2017 年、『西洋美術の歴史 7 19 世紀 近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ』、中央公論新社 

4. 宮崎克己、2018 年、『ジャポニスム 流行としての「日本」』、講談社現代新書 

参考文献として比較的入手しやすいものをあげておきますが、授業中でも紹介します。 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS313／文学講義 ２１３ 

(Lectures on Literature 213) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパとフランス 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文化がヨーロッパ諸国の文化と結んだ関係について理解する。フランスとヨーロッパの芸術についての理解を深める。 

 

The purposes of this course are to understand the connection between French culture and European cultures and to deepen 

understanding of French and European art. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの文化は、一国のみによって成立しているわけではない。当然のように、周辺国との関係性のなかで成立している。この

講義では、近現代のフランスの絵画、写真、映画、文学がヨーロッパのなかでいかに成立しているのかを考察する。そして、必ず

しもフランス人であるとは限らない芸術家たちが、フランスにおいてどのように活躍したのかを理解する。 

 

French culture does not derive only from France. As a matter of course, it is established in relation to neighboring countries. 

This course examines how modern French painting, photography, film, and literature have been established in Europe and how 

artists who were not necessarily French were active in France. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスとヨーロッパ 

2. 19 世紀フランス絵画とヨーロッパ１ 

3. 19 世紀フランス絵画とヨーロッパ２ 

4. 19 世紀フランス絵画とヨーロッパ３ 

5. 19 世紀フランス絵画とヨーロッパ４ 

6. 写真の誕生と発展１ 

7. 写真の誕生と発展２ 

8. 20 世紀フランス芸術とヨーロッパ１ 

9. 20 世紀フランス芸術とヨーロッパ２ 

10. 20 世紀フランス芸術とヨーロッパ３ 

11. 20 世紀フランス芸術とヨーロッパ４ 

12. 映画の誕生と発展１ 

13. 映画の誕生と発展２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する文献を読み、紹介される絵画、写真、映画を自分でも鑑賞する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席とリアクション・ペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

教室で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS314／文学講義 ２１４ 

(Lectures on Literature 214) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏詩・戯曲 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇、オペラ、映画、ミュージカル、バレエといったジャンルを通して、演劇の読み物としての文学性だけではなく、総合舞台芸術

とは何かを考える中で、ヨーロッパの歴史、文学史を理解する。 

 

The aim of this course is to understand not only the history of Europe but also how French literature works are visualized in 

plays, films, operas, musicals, ballet, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス 17 世紀モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の喜劇作品としての価値を読み解く。そして、映画、オペラ、ミュージカル、バレ

エ作品を検証し「ドン・ファン」伝説の神髄を探っていく。 

 

Students will first read "Dom Juan", a 17th century French comedy by Molière. 

Then, they will examine films, operas, musicals and ballet works to understand the essence of the "Dom Juan" legend. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 スペクタクルとは何か 

2. 演劇のジャンル：喜劇？悲劇？悲喜劇？ 

モリエールの生涯と『ドン・ジュアン』執筆の背景 

3. 舞台の魅力１：モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

4. 舞台の魅力２：モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

5. 映画：演劇と映画の違いとは？ 

6. 映画の魅力１：映画化されたモリエールの『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

7. 映画の魅力２：映画化されたモリエールの『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

8. オペラ：オペラの誕生と種類 

9. オペラの魅力１：モーツアルト『ドン・ジョヴァンニ』の解説と鑑賞 

10. オペラの魅力２：モーツアルト『ドン・ジョヴァンニ』の解説と鑑賞 

11. ミュージカルの魅力１：フェリックス・グレイ『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

12. ミュージカルの魅力２：フェリックス・グレイ『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

13. バレエの魅力：グルック『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介する作品、それに付随する作品について自分なりの考察を持って授業に臨むことを強く推奨します。 

授業で紹介するバージョン以外のものも沢山あります。関連する作品、興味を持った作品は積極的に読み、鑑賞しましょう。多く

のものを視聴し体感しましょう。  

授業で扱わないドン・ファン物も授業中に紹介します。興味を持ったものから読んでいきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/出席および授業参加(30%)/リアクションペーパー(35%) 

この授業の参加姿勢に関する約束事は授業初回の時に説明します。それを守らない場合は出席点を喪失する可能性もありま

す。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モリエール、1972、『ドン・ジュアン』、中央公論社 

 

参考文献（Readings） 

1. 1977、『フランス文学講座 4 演劇』、大修館書店 
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2. 小場瀬卓三、1957、『モリエールのドラマツルギー』、白水社 

3. オディール・デュスッド、伊藤洋監修、2011、『フランス１７世紀演劇事典』、中央公論新社 

4. 秋山伸子、2014、『フランス演劇の誘惑』、岩波書店 

5. 水林章、1966、『ドン・ジュアンの埋葬』、山川出版社 

モリエール以外の「ドン・ファン」もの 

その他の文献は適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS315／文学講義 ２１５ 

(Lectures on Literature 215) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文化史 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀末の海浜リゾートについての文化史と，印象派についての美術史を参照しながら，プルーストの小説の面白さを理解す

る。 

 

This course aims for students to understand the characteristics of Marcel Proust's novel, referring to the cultural and art 

history of the late 19th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化史や美術史を参考にしつつ，ノルマンディ海岸での少女たちや画家との出会いを描く『花咲く乙女たちのかげに』第二部を読

む。汽車の旅行に特有の楽しみは何か。車窓の風景の何が旅行者をひきつけるのか。文化遺産を訪ねる旅の，魅惑と失望はど

こからくるのか。見知らぬホテルに泊まる晩の不安をどう解消すべきなのか。眩しい海のきらめきはどんな言葉で表現できるの

か。既視感はなぜ強烈な歓びと切なさをもたらすのか。堤防沿いでカモメのように群れる少女たちのなかで，自転車を押す彼女

に恋をしてしまうのはなぜか。印象派を思わせる海景画の魅力の秘密はどこにあるのか。読者の心に浮かぶさまざまな問いを，

ひとつずつ解明してみたい。 

 

This course is designed to examine the second part of "A l'ombre des jeunes filles en fleurs."  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・方針確認 

2. プルーストとは誰か 

3. 鉄道旅行の魅力 

4. リゾートホテルという環境 

5. 散策がもたらす特殊な印象 

6. 友情の可能性と限界 

7. 恋のはじまり、自転車の魔法 

8. 画家との出会い 

9. アトリエ訪問 

10. 恋の続き 

11. 恋の終わり 

12. 夏の終わり 

13. まとめ 

14. 小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業でアナウンスされた問いを意識しながら、指定箇所（毎週 50 ページ程度）を注意深く読むこと。興味をひかれた（あるいは疑

問に思った）段落をひとつ選んで、その理由を自分の言葉で説明できるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(30%)/小テスト(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プルースト、2012、『失われた時を求めて４ 花咲く乙女たちのかげにⅡ』、岩波文庫 (ISBN:978-4-00-375113-8) 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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岩波書店ウェブマガジン「たねをまく」連載「それぞれの『失われた時を求めて』」 

（立教大学公開セミナー「新訳でプルーストを読破する」レポート） 

https://tanemaki.iwanami.co.jp/categories/672 

 

注意事項（Notice） 
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■AS316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS316／文学講義 ２１６ 

(Lectures on Literature 216) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏現代社会 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 大右(KATAOKA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「フランス現代社会」を構成する諸要素を概観し――なおそこではそもそも、「フランス」、「現代」、「社会」のいずれもが、自明性を

解きほぐされることになる――、わたしたち自身の現在を問い直すよすがとすること。 

 

Students will study the outline of various elements making up modern French society. However, obviousness of all these 

elements, “French”, “modern”, and “society” are disintegrating. Students will re-question the present time we are in. 

 

授業の内容（Course Contents） 

おおむね下記の「計画」に沿って（変更はありうる）講義を行う。いくつかのテーマについては、学生による発表を交える可能性も

ある。 

 

In general, the class will follow the “planning” below (changes are possible). Students may be asked to make presentations on 

several subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. フランスにおいて「現代」とはいつから始まるのか 

3. 「社会」の誕生 

4. 植民地の問題 

5. 「ヨーロッパ」とは何か 

6. 「右」と「左」の政治文化 

7. 「ライシテ」の成立と変容 

8. 「知識人」と現代社会 

9. 「文学」と現代社会 

10. ド・ゴールの時代 

11. ミッテランの時代 

12. マクロンの時代（１） 

13. マクロンの時代（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次週のための資料配布や課題の提示を行うことがある。まじめに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS317／文学講義 ２１７ 

(Lectures on Literature 217) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 佳子(SUTO YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、言語学の主要分野における基本的な考え方を学ぶことで人間の言語の特質について理解を深め、フランス語の修得

にも役立つ言語学的知識を身につけることを目的とする。 

 

In this class, students will learn basic thinking in major areas of linguistics to deepen their understanding of characteristics of 

human languages and acquire linguistic knowledge to help them master French language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語というものの本質的な特徴を理解したうえで、音声学・⾳韻論、形態論、統語論、意味論、語用論という言語学の主要分野の

基礎事項を学んでいく。できるだけフランス語の例をとりあげることで、フランス語の仕組みについても理解を深める。 

 

Students will first understand the foundational characteristic of language before learning basics in major areas of linguistics, 

including phonetic, phonology, morphology, syntax, semantic, and pragmatic. Whenever possible, examples in French will be used 

to deepen students’ understanding about French language structures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 言語とは何か（１） 

2. 言語とは何か（２）記号としての言語 

3. 言語とは何か（３）体系と構造 

4. 音声学・音韻論（１）音声と言語音 

5. 音声学・音韻論（２）音素と弁別素性 

6. 形態論（１）形態素とは？ 

7. 形態論（２）さまざまな語形成 

8. 統語論（１）さまざまな文法範疇 

9. 統語論（２）統語理論 

10. 意味論（１）語レベル：類義語、多義語、同音異義語 

11. 意味論（２）句・文のレベル：連語・慣用句 

12. 語用論（１）発話の意味 

13. 語用論（２）談話と文化 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で具体的に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(20%)/課題(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。適宜プリントにて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

その都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS318／文学講義 ２１８ 

(Lectures on Literature 218) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 和美(NAKAO KAZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共空間で使われる言葉を言語学的な視点から考察することを目的とする。 

 

The goal is to analyze from linguistic perspective the language used int the public space . 

 

授業の内容（Course Contents） 

 公共空間で日常的に目にする言語を、フランス語を中心に語用論的な視点から概観する。具体的には、公的権力による禁止事

項、商業施設における注意事項、商業的な広告を分析する。 

 基本的には講義だが、適宜学生諸君にも質問し、参加を促す。毎回授業の最後に、授業の復習を兼ねた簡単なリアクションペ

ーパーの提出を求める。 

 なお、フランス語のテクストを多用するので、フランス語の基礎知識があることが望ましい。  

 

 The purpose of this course is to overview the language used in the public space from the pragmatical point of view ; 

advertisements and public signs like caution signs or warning signs. 

 In general, the class will be in lecture format, but students will also be asked questions whenever appropriate to encourage 

their participation. At the end of each class, students will submit simple Reaction Paper as class recap. 

  French texts will frequently be used. Students should have basic knowledge of French language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 公共空間とは？ 

3. 公的権力による表示(1) 

4. 公的権力による表示(2) 

5. 公的権力による表示(3) 

6. 公的権力による表示(4) 

7. 商業施設での表示(1) 

8. 商業施設での表示(2) 

9. 商業施設での表示(3) 

10. 商業施設での表示(4) 

11. 広告の言語(1) 

12. 広告の言語(2) 

13. 広告の言語(3) 

14. 広告の言語(4) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で具体的に指示する。フランス語を多用するので、フランス語未修者が受講する場合は、フランス語のテクストをよく復習し、

授業の内容を理解することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびリアクションペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントにて配布 

 

参考文献（Readings） 

1. J.M.Adam & M. Bonhomme. 2012. L'argumentation publicitaire. Armand colin 

2. P. Charaudeau. 1983. Language et discours. Hachette Universite 

3. 石田英敬、2003、『記号の知・メディアの知』、東京大学出版会 
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4. C.Kerbrat-Orecchioni. 2008. Les actes de langage dans le discours. Armand Colin 

5. P. Backhaus. 2007. Linguistic landscapes: A comparative study of urban multilingualism in Tokyo. Multilingual Matters 

6. P.Brown & S.Levinson. 1987. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press 

詳細は授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS401／文学講義 ２０１ 

(Lectures on Literature 201) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏中世・ルネサンス文学 

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） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学最古の作品『ロランの歌』を通して見る中世フランス社会 

 

This course aims for students to understand medieval French society in "La Chanson de Roland," the oldest French literary 

work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ロランの歌』は 11 世紀頃に成立した、皇帝シャルルマーニュとイスラム教徒との戦いを描く武勲詩である。主人公は若く勇敢な

騎士ロランであるが悲劇的な最期を迎える。この物語を読みながら、封建社会、騎士道、宗教、友情、裏切りなどのテーマについ

て考えたい。 

 

"La Chanson de Roland" is a French epic poem of the 11th century, describing the battle between Charlemagne and Muslims. 

The hero Roland meets a tragic end. Reading this poem in Japanese, students examine several themes, for example, feudalism, 

chivalry, religion, friendship, and betrayal. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス史概説 

2. フランス文学史および詩の読み方について 

3. 古フランス語入門 

4. 中世の写本（書記法、字体など） 

5. 『ロランの歌』とは何か（成立過程についての諸説） 

6. 『ロランの歌』における封建社会と騎士道 

7. 『ロランの歌』における宗教（キリスト教とイスラム教） 

8. 『ロランの歌』における愛と友情 

9. 『ロランの歌』における裏切り 

10. 主人公ロランの人物描写についての考察 

11. テクスト講読 1 

12. テクスト講読 2 

13. テクスト講読 3 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前に毎回テキスト（岩波文庫）の該当箇所を読んでおくこと。また各受講者の関心に応じて中世ヨーロッパの騎士道にかか

わる歴史書や文学作品を読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、課題など）(60%) 

リアクションペーパや中間課題等を課す予定 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 有永弘人（訳）、1965、『ロランの歌』、岩波文庫 (ISBN:4003250117) 

テキストを毎回持参のこと 

 

参考文献（Readings） 

1. 新倉俊一他、1990、『フランス中世文学集 1』、白水社 (ISBN:456004600X) 

2. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1527 - 

フランス語の力は必要ありません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS403／文学講義 ２０３ 

(Lectures on Literature 203) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏古典主義文学 

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） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学（ここでは特に 18 世紀フランス文学）や思想、絵画を通して、セクシュアリティについて考えます。18 世紀の文学や思想はい

かに「性」を捉え、描いているのでしょうか。「性」についての「言説の爆発」（フーコー）が起こったとされるこの時代、さまざまなジャ

ンルの文学や哲学がセクシュアリティを問題化していきます。文学と「性」の関係について考えてみましょう。 

 

This course aims to read literary works and examine the problems (especially sexuality) addressed in contemporary literature of 

18th-century France, said to be the birthplace of modernity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 まずは誰もが知っている日本文学を例に、問題の所在を明らかにしたうえで、歴史学（アナール派）や思想史（特にフーコー）、

精神分析の研究成果を参照しながら、「性」に関する基本的な情報を確認していきます。そして実際の文学作品・芸術作品の読

解を通して、セクシュアリティの様々な側面（恋愛、子供の性、自慰、同性愛、倒錯、サディズムなど）について考えていきます。デ

ィドロ、ルソー、サドの作品を、毎回トピックスを変えながら分析していきます。また当時の絵画をみてもらい、それについて自分な

りの分析を展開してもらいます。 

 

This course aims for students to read literary works written in 18th-century France, from the point of view of sexuality.  

Students are introduced to the leaders of enlightenment doctrine Voltaire and Diderot, the anti-enlightenment maverick 

Rousseau, and the outrageous novelist de Sade. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 － 問題の所在 

2. 西欧と「性」（１）＋絵画作品分析 

3. 西欧と「性」（２）＋絵画作品分析 

4. 西欧と「性」（３）＋絵画作品分析 

5. 文学作品分析（１） 

6. 文学作品分析（２） 

7. 絵画作品分析 

8. ポルノグラフィについて 

9. 「性」と１８世紀女性（１） 

10. 「性」と１８世紀女性（２） 

11. 文学作品分析（３） 

12. 文学作品分析（４） 

13. 文学作品分析（５） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一回目の授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(20%)/最終テスト(20%)/コメント等提出物(30%)/授業参加度(30%) 

平常点はリアクションペーパー（小テスト）評価を含む。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料配布。 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業時に指示。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS405／文学講義 ２０５ 

(Lectures on Literature 205) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近・現代小説 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） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品、舞台芸術、映像などを通して、フランス十九世紀の文化と社会を考察する。 

 

In this course, students analyze 19th-century culture and society in France by studying literature, stage arts, and videos.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス十九世紀は、フランス大革命および産業革命という十八世紀末に起こった二つの「革命」を受けて、新しい現代的な価値

観が形作られていった時代です。この授業では、文学作品はもちろんのこと、当時のブルジョワジーのサブ・カルチャーであった

オペラやバレー等の舞台芸術を参照しながら、この激動の時代の諸相を探っていきたいと思います。恋愛観の変遷から政治体制

の変化まで、できるだけ多様なテーマを取り上げるつもりです。舞台作品を扱っても、主眼はあくまでその背景にある社会的・歴

史的な文脈にあるので、たとえば政治にまったく関心のない学生は受講しないよう勧めます。また毎回授業の最後にコメント・カ

ードを提出してもらうが、授業の内容をまったく理解していない場合は，欠席扱いとするので注意すること。なお、以下の授業計画

はあくまでひとつの目安にすぎない。 

 

During the nineteenth century in France, new contemporary values were formed in response to  two "revolutions" at the end 

of the eighteenth century, the Great French Revolution and the Industrial Revolution. Besides reading literature in this course, 

students analyze French society after the revolutions by referring to bourgeoisie sub-culture, notably stage arts such as opera 

and ballet. The course aims to cover as many themes as possible, from changes in the view of love to the political system. Even 

with stage productions, the main focus is on the social and historical context behind them, so students with no interest in 

politics, for example, are recommended not to attend. In addition, students submit comment cards at the end of each meeting. 

Note: Students are considered absent if they fail to understand course contents. The following class plan is an approximate 

outline. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（旧体制と劇場文化） 

2. 十九世紀フランス社会と劇場文化 

3. 宮廷社会から市民社会へ（恋愛観の変遷） 

4. ロココ文化と宮廷風恋愛 

5. 市民社会における結婚文化 

6. フランス革命とジェンダー 

7. 革命の挫折と世紀病 

8. ウィーン体制としらけ世代 

9. 成金ブルジョワの時代 

10. バブル経済と酒池肉林 

11. ナショナリズムの誕生 

12. 植民地主義の時代 

13. 大衆文化と芸術の終焉 

14. 最終試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介するオペラやバレエ等の舞台作品は、可能な限り DVD を使って、あるいは実際に舞台に観に行くことが望ましい。

また、授業開始時までに、フランス革命から第一次大戦までのフランス史を必ずおさらいしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席とコメントカード(40%) 

筆記試験は最終授業時に行う 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席とコメントカード 40%) 
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テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田暁生、2001、『オペラの運命』、中公新書 

2. 岡田暁生、2005、『西洋音楽史』、中公新書 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義中心とするが、随時、DVD などの視覚教材を用いる。また、毎回リアクションペーパーを書かせ、内容がひどい場合

は欠席扱いとする。リアクションペーパーに対するフィードバックを、授業の最初に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS407／文学講義 ２０７ 

(Lectures on Literature 207) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏文学 

担当者名 

（Instructor） 
廣松 勲(HIROMATSU ISAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業の目標は、世界に広がるフランス語圏（フランコフォニー）の文学を検討対象として、フランス共和国以外の地域において

「フランス語で書かれた作品」が、どのような社会文化的背景の下で、どのような問題意識に基づいて制作されてきたのかを理解

することにある。とりわけ、「アメリカ大陸」のフランス語圏、つまり「カリブ海域諸島のフランス海外県」と「カナダ・ケベック州」に注

目しながら、当該地域の社会状況の検討に基づいた「社会学的なテクスト分析」を行う。 

 

 The goal of this class is to focus on literatures of French speaking areas expanding in the world (Francophonie). Furthermore, 

students will aim to understand the social, cultural contexts, and problem awareness in which these foreign-territory French 

works were authored. Specifically, students will focus on Francophonie in American continent, i.e. overseas French territory in 

Caribbean and Quebec Canada. Students will analyze social conditions of these regions and analyze sociological texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的に「講義形式」にて授業を進める。まず始めに、「フランス語圏（フランコフォニー）」の成立史を検討した上で、「フランス語

圏文学研究」が抱える問題を検討する。その上で、アメリカ大陸のフランス語圏（カリブ海域諸島とカナダ・ケベック州）について、

地域研究的な視点から検討した上で、何人かの代表的な作家についてテクスト分析を加える。 

 

 In general, this class will proceed in lecture format. First, students will analyze history of Francophonie establishment and then 

analyze issues surrounding literature research in Francophonie regions. Furthermore, students will conduct analysis from 

perspective of regional research on Francophonie in American continent (Caribbean and Quebec Canada). Students will analyze 

texts of several iconic authors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

フランス語圏（フランコフォニー）とはなにか？：フランコフォニーの成立と「OIF」の役割 

2. フランス語圏（フランコフォニー）と文学研究：どのようにフランス語圏文学を分析するか？ 

3. カリブ海域のフランス語圏①：カリブ海域の歴史・社会・文化 

4. カリブ海域のフランス語圏②：エメ・セゼールと「帰郷の物語」 

5. カリブ海域のフランス語圏③：エドゥアール・グリッサンと「空間の物語」 

6. カリブ海域のフランス語圏④：パトリック・シャモワゾーと「語り部の物語」 

7. カリブ海域のフランス語圏⑤：カリブ海域における言語とアイデンティティ 

8. カナダ・ケベック州のフランス語圏①：ケベック州の歴史・社会・文化 

9. カナダ・ケベック州のフランス語圏②：ジャック・ゴドブーと「ケベック文学の誕生」 

10. カナダ・ケベック州のフランス語圏③：エミール・オリヴィエと「亡命の物語」 

11. カナダ・ケベック州のフランス語圏④：ダニー・ラフェリエールと「移住者のアイデンティティ」 

12. カナダ・ケベック州のフランス語圏⑤：ケベック州の文化思想 

13. ケベック州における脱植民地化の言説：ジャン＝ダニエル・ラフォンの映画を巡って 

14. 総括：フランス語圏文学の共通点と相違点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本授業で言及されるフランス語圏地域については、出来るだけ自分自身でも情報を収集するように心掛けてください。また、レ

ポートの分析対象は授業で言及される地域（アメリカ大陸のフランス語圏）以外の作家・作品も認めます。そのため、日頃から出

来るだけ広い範囲のフランス語圏（文学に限らず）に関して情報を収集するように心掛けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

期末レポートと平常点によって評価する。ただし、欠席回数が 3 回以上を超えた者については D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストは特に指定しません。授業ごとに資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野千香子、2002、『フランス植民地主義の歴史』、人文書院 (ISBN:978-4409510490) 

2. 鳥羽美鈴、2012、『多様性のなかのフランス語』、関西学院大学出版会 (ISBN:978-4862831019) 

3. 中村隆之、2012、『フランス語圏カリブ海文学小史：ネグリチュードからクレオール性まで』、風響社 (ISBN:978-4894897557) 

4. 小畑精和、2003、『ケベック文学研究：フランス系カナダ文学の変容』、御茶の水書房 (ISBN:978-4275019608) 

5. 国本伊代 編著、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 (ISBN:978-4750345345) 

6. 小畑精和・竹中豊 編著、2009、『ケベックを知るための 54 章』、明石書店 (ISBN:978-4750329512) 

その他の関連書籍等については授業で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS409／文学講義 ２０９ 

(Lectures on Literature 209) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス思想 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの現代哲学におけるイメージ論を概観する。いくつかの作品を取り上げ、具体的にその内容を紹介します。  

 

This course aims to provide a historical overview of the concept of image in modern French  philosophy, taking up several 

specific works to introduce their content in detail. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，フランス哲学の重要な思想家をとりあげ，そのイメージ論を紹介，検討する。その際，思想家の生の言葉に触れるように抜

粋を読み，時代背景などもからめて解説していきます。取り上げる予定の主な思想家：ベルクソン，サルトル，メルロー＝ポンテ

ィ，バタイユ，レヴィ＝ストロース，ロラン＝バルト，ドゥルーズ，フーコー，デリダ，ジャン＝リュック・ナンシーなど 

 

Each course meeting takes up an important thinker of French philosophy and introduces and explains his image theory. The 

texts are explained  with background. Featured thinkers: Bergson, Sartre, Merleau-Ponty, Bataille, Levi-Strauss, Barthes, 

Deleuze, Foucault, Derrida, Jean-Luc Nancy, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義１ 

2. 講義２ 

3. 講義３ 

4. 講義４ 

5. 講義５ 

6. 講義６ 

7. 講義７ 

8. 講義８ 

9. 講義９ 

10. 講義１０ 

11. 講義１１ 

12. 講義１２ 

13. 講義１３ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う思想家のテクストをできるだけ多く読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS411／文学講義 ２１１ 

(Lectures on Literature 211) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス美術 

担当者名 

（Instructor） 
泉 美知子(IZUMI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では 19 世紀フランス美術を通して、近代絵画の成立について考えます。 

 

In this class, students will reflect on establishment of modern paintings through 19th century arts in France. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀以降の西洋絵画は、伝統的なもの解体し、それに代わる新しい主題や表現様式を開拓することになります。そうした新

しい絵画の誕生を、「アカデミック・システム」から「画商・批評家システム」への美術制度の転換という観点からとらえます。王侯貴

族や教会などのパトロンが衰退すると、新たな購買者、鑑賞者となったのは新興ブルジョワジーでした。彼らと芸術家を結びつけ

たのが、画商と美術批評家です。 

 19 世紀フランス絵画は、新古典主義、ロマン主義、レアリスム、印象主義、ポスト印象主義と芸術運動が移り変わり、画家では

ダヴィッド、アングル、ジェリコー、ドラクロワ、ミレー、クールベ、マネ、モネ、セザンヌが出現します。 

 今秋はアーティゾン美術館で「クロード・モネ−風景への問いかけ」展が開催され、オルセー・オランジュリー美術館からモネ作

品が来日します。今年は 19 世紀における風景画の隆盛とともに、モネがもたらした風景画の革新について考えます。 

 

 Western paintings after 19th century disassemble traditional paintings. New subjects and methods of expressions were 

explored to replace them. Students will approach the birth of new paintings through perspective of transition, from academic 

system to art dealer/critic system. As royalties and churches faded as patrons, emerging bourgeoisie became new buyers and 

audiences. Art dealers and critics connected them with artists. 

 19th century French paintings experienced transforming art movements, including neo-classicism, romanticism, realism, 

impressionism, post-impressionism. Artists such as David, Ingres, Géricault, Delacroix, Millet, Courbet, Manet, Monet, and and 

Cézanne appeared in the front stage. 

 This autumn, Artizon Museum will organize the exposition "Claude Monet- Asking the landscape", with Monet's work coming 

from the Orsay Orangerie Museum. This year students will reflect on the development of landscape painting in the 19th century 

and the innovation of Monet. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：19 世紀フランス美術とは 

2. 19 世紀前半のフランス絵画：新古典主義 

3. 19 世紀前半のフランス絵画：ロマン主義 

4. 19 世紀前半のフランス絵画：バルビゾン派 

5. レアリスム：クールベと歴史画の解体 

6. 第二帝政期のサロン：マネと裸婦像 

7. 19 世紀前半のフランス絵画：歴史風景画 

8. 19 世紀前半のフランス絵画：バルビゾンから印象派へ 

9. 芸術家のグループ展：印象派展 

10. 印象派の風景画と風俗画 

11. 印象派とジャポニスム 

12. 印象派をめぐる批評 

13. 印象派と画商 

14. 全体のまとめ：秋の展覧会の見どころ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

下記の参考文献を予習としてあるいは復習として読むことで、授業への理解が深まります。また、授業で取り上げた作品をじっくり

観たい場合はネットを活用しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(41%)/課題(59%) 

8 回以上の出席（授業最初の出席記入あるいは授業最後の課題提出）を必要とする。<BR>7 回以下は評価の対象になりません

（レポートを提出しても評価の対象になりません）。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (授業

参加度とコメントカード 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書はありません。授業ではプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田紀夫監修、2004 年、『印象派美術館』、小学館 

2. 三浦篤、2016 年、『まなざしのレッスン ２西洋近現代絵画』、東京大学出版会 

3. 三浦篤ほか、2017 年、『西洋美術の歴史 7 19 世紀 近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ』、中央公論新社 

4. 宮崎克己、2018 年、『ジャポニスム 流行としての「日本」』、講談社現代新書 

参考文献として比較的入手しやすいものをあげておきますが、授業中でも紹介します。 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS413／文学講義 ２１３ 

(Lectures on Literature 213) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパとフランス 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文化がヨーロッパ諸国の文化と結んだ関係について理解する。フランスとヨーロッパの芸術についての理解を深める。 

 

The purposes of this course are to understand the connection between French culture and European cultures and to deepen 

understanding of French and European art. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの文化は、一国のみによって成立しているわけではない。当然のように、周辺国との関係性のなかで成立している。この

講義では、近現代のフランスの絵画、写真、映画、文学がヨーロッパのなかでいかに成立しているのかを考察する。そして、必ず

しもフランス人であるとは限らない芸術家たちが、フランスにおいてどのように活躍したのかを理解する。 

 

French culture does not derive only from France. As a matter of course, it is established in relation to neighboring countries. 

This course examines how modern French painting, photography, film, and literature have been established in Europe and how 

artists who were not necessarily French were active in France. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスとヨーロッパ 

2. 19 世紀フランス絵画とヨーロッパ１ 

3. 19 世紀フランス絵画とヨーロッパ２ 

4. 19 世紀フランス絵画とヨーロッパ３ 

5. 19 世紀フランス絵画とヨーロッパ４ 

6. 写真の誕生と発展１ 

7. 写真の誕生と発展２ 

8. 20 世紀フランス芸術とヨーロッパ１ 

9. 20 世紀フランス芸術とヨーロッパ２ 

10. 20 世紀フランス芸術とヨーロッパ３ 

11. 20 世紀フランス芸術とヨーロッパ４ 

12. 映画の誕生と発展１ 

13. 映画の誕生と発展２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する文献を読み、紹介される絵画、写真、映画を自分でも鑑賞する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席とリアクション・ペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

教室で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS414／文学講義 ２１４ 

(Lectures on Literature 214) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏詩・戯曲 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇、オペラ、映画、ミュージカル、バレエといったジャンルを通して、演劇の読み物としての文学性だけではなく、総合舞台芸術

とは何かを考える中で、ヨーロッパの歴史、文学史を理解する。 

 

The aim of this course is to understand not only the history of Europe but also how French literature works are visualized in 

plays, films, operas, musicals, ballet, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス 17 世紀モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の喜劇作品としての価値を読み解く。そして、映画、オペラ、ミュージカル、バレ

エ作品を検証し「ドン・ファン」伝説の神髄を探っていく。 

 

Students will first read "Dom Juan", a 17th century French comedy by Molière. 

Then, they will examine films, operas, musicals and ballet works to understand the essence of the "Dom Juan" legend. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 スペクタクルとは何か 

2. 演劇のジャンル：喜劇？悲劇？悲喜劇？ 

モリエールの生涯と『ドン・ジュアン』執筆の背景 

3. 舞台の魅力１：モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

4. 舞台の魅力２：モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

5. 映画：演劇と映画の違いとは？ 

6. 映画の魅力１：映画化されたモリエールの『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

7. 映画の魅力２：映画化されたモリエールの『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

8. オペラ：オペラの誕生と種類 

9. オペラの魅力１：モーツアルト『ドン・ジョヴァンニ』の解説と鑑賞 

10. オペラの魅力２：モーツアルト『ドン・ジョヴァンニ』の解説と鑑賞 

11. ミュージカルの魅力１：フェリックス・グレイ『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

12. ミュージカルの魅力２：フェリックス・グレイ『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

13. バレエの魅力：グルック『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介する作品、それに付随する作品について自分なりの考察を持って授業に臨むことを強く推奨します。 

授業で紹介するバージョン以外のものも沢山あります。関連する作品、興味を持った作品は積極的に読み、鑑賞しましょう。多く

のものを視聴し体感しましょう。  

授業で扱わないドン・ファン物も授業中に紹介します。興味を持ったものから読んでいきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/出席および授業参加(30%)/リアクションペーパー(35%) 

この授業の参加姿勢に関する約束事は授業初回の時に説明します。それを守らない場合は出席点を喪失する可能性もありま

す。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モリエール、1972、『ドン・ジュアン』、中央公論社 

 

参考文献（Readings） 

1. 1977、『フランス文学講座 4 演劇』、大修館書店 
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2. 小場瀬卓三、1957、『モリエールのドラマツルギー』、白水社 

3. オディール・デュスッド、伊藤洋監修、2011、『フランス１７世紀演劇事典』、中央公論新社 

4. 秋山伸子、2014、『フランス演劇の誘惑』、岩波書店 

5. 水林章、1966、『ドン・ジュアンの埋葬』、山川出版社 

モリエール以外の「ドン・ファン」もの 

その他の文献は適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS415／文学講義 ２１５ 

(Lectures on Literature 215) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文化史 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀末の海浜リゾートについての文化史と，印象派についての美術史を参照しながら，プルーストの小説の面白さを理解す

る。 

 

This course aims for students to understand the characteristics of Marcel Proust's novel, referring to the cultural and art 

history of the late 19th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化史や美術史を参考にしつつ，ノルマンディ海岸での少女たちや画家との出会いを描く『花咲く乙女たちのかげに』第二部を読

む。汽車の旅行に特有の楽しみは何か。車窓の風景の何が旅行者をひきつけるのか。文化遺産を訪ねる旅の，魅惑と失望はど

こからくるのか。見知らぬホテルに泊まる晩の不安をどう解消すべきなのか。眩しい海のきらめきはどんな言葉で表現できるの

か。既視感はなぜ強烈な歓びと切なさをもたらすのか。堤防沿いでカモメのように群れる少女たちのなかで，自転車を押す彼女

に恋をしてしまうのはなぜか。印象派を思わせる海景画の魅力の秘密はどこにあるのか。読者の心に浮かぶさまざまな問いを，

ひとつずつ解明してみたい。 

 

This course is designed to examine the second part of "A l'ombre des jeunes filles en fleurs."  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・方針確認 

2. プルーストとは誰か 

3. 鉄道旅行の魅力 

4. リゾートホテルという環境 

5. 散策がもたらす特殊な印象 

6. 友情の可能性と限界 

7. 恋のはじまり、自転車の魔法 

8. 画家との出会い 

9. アトリエ訪問 

10. 恋の続き 

11. 恋の終わり 

12. 夏の終わり 

13. まとめ 

14. 小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業でアナウンスされた問いを意識しながら、指定箇所（毎週 50 ページ程度）を注意深く読むこと。興味をひかれた（あるいは疑

問に思った）段落をひとつ選んで、その理由を自分の言葉で説明できるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(30%)/小テスト(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プルースト、2012、『失われた時を求めて４ 花咲く乙女たちのかげにⅡ』、岩波文庫 (ISBN:978-4-00-375113-8) 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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岩波書店ウェブマガジン「たねをまく」連載「それぞれの『失われた時を求めて』」 

（立教大学公開セミナー「新訳でプルーストを読破する」レポート） 

https://tanemaki.iwanami.co.jp/categories/672 

 

注意事項（Notice） 
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■AS416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS416／文学講義 ２１６ 

(Lectures on Literature 216) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏現代社会 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 大右(KATAOKA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「フランス現代社会」を構成する諸要素を概観し――なおそこではそもそも、「フランス」、「現代」、「社会」のいずれもが、自明性を

解きほぐされることになる――、わたしたち自身の現在を問い直すよすがとすること。 

 

Students will study the outline of various elements making up modern French society. However, obviousness of all these 

elements, “French”, “modern”, and “society” are disintegrating. Students will re-question the present time we are in. 

 

授業の内容（Course Contents） 

おおむね下記の「計画」に沿って（変更はありうる）講義を行う。いくつかのテーマについては、学生による発表を交える可能性も

ある。 

 

In general, the class will follow the “planning” below (changes are possible). Students may be asked to make presentations on 

several subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. フランスにおいて「現代」とはいつから始まるのか 

3. 「社会」の誕生 

4. 植民地の問題 

5. 「ヨーロッパ」とは何か 

6. 「右」と「左」の政治文化 

7. 「ライシテ」の成立と変容 

8. 「知識人」と現代社会 

9. 「文学」と現代社会 

10. ド・ゴールの時代 

11. ミッテランの時代 

12. マクロンの時代（１） 

13. マクロンの時代（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次週のための資料配布や課題の提示を行うことがある。まじめに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS783／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 1550 - 

 

注意事項（Notice） 
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■AT011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ａ 

(Introductory Seminars E1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本古代文学 

担当者名 

（Instructor） 
木村 淳也(KIMURA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講座は、日本上代文学における代表的な作品（テキスト）をとりあげて、調査・発表する入門講座である。上代文学のジャン

ルと作品の概要、本文内容までを総合的に学習する。また、古典文学に関する基本的な研究・調査方法を学ぶことを主眼とす

る。 

 

This course is an introductory course for studying typical literary texts in ancient Japanese literature. Students will 

comprehensively learn about the genres of ancient Japanese literature and the contents of their textbooks. In addition, The 

course will also emphasize lean about basic research methods for Japanese classical literature in general. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講座は、日本の上代文学（古代）に関して総合的に学習するものである。演習授業は参加者の調査・発表をメインとし、個人

もしくはグループを基本とし行う。割り振られたテキスト・テーマに対して、関連文献・論文を調べ、レジュメ作成および発表するこ

とに慣れてもらう。また、この授業を通して、上代文学のジャンルと作品の概要をおさえることを目標とする。その際、工具書やデ

ジタルアーカイブなどの利用を通じて、古典文学研究一般に対する基礎力を身につけてほしい。また、レポート作成方法などに関

しても、適宜指導する。 

 

This course is a comprehensive study of Japanese ancient literature.This course focuses on participants' surveys and 

presentations.Students will be accustomed to researching the assigned theme, creating a resume, and presenting it.Through this 

course, students aim to learn an overview of ancient Japanese literature and to learn basic research methods.This course will 

also teach students how to create appropriate reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の運営方法など） 

2. 工具書の紹介、レジュメの作成方法、図書・論文検索に関して 

3. 古代文学とは（概要と参考発表） 

4. 古事記１（概要と研究史） 

5. 古事記２（本文を読む） 

6. 日本書紀１（概要と研究史） 

7. 日本書紀２（本文を読む） 

8. 万葉集１（概要と研究史） 

9. 万葉集２（歌を読む） 

10. 風土記１（概要と研究史） 

11. 風土記２（本文を読む） 

12. 日本霊異記１（概要と研究史） 

13. 日本霊異記２（本文を読む） 

14. 授業のまとめ、レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自ら調査・研究をおこない、発表用のレジュメを作成する。 

配布資料・参考文献を活用して最終レポートをまとめる。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習発表(30%)/出席および授業コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にプリント（データ）等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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調査・研究に必要な参考書は、授業内で適宜指導する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｂ 

(Introductory Seminars E1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世文学研究の基礎 

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） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世文学の代表的作品を読み、日本文学研究の基礎的方法を習得します。 

 

Students will read representative works of early modern literature, and will learn basic methods of Japanese literature research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本文学の基本的な学び方（文献の検索、レジュメやレポートの作成、発表やディスカッション）を習得します。授業では、近世文

学作品のなかから各自興味のある作品を選んで翻刻、語釈、現代語訳を行い、疑問点や問題点を見つけます。そのうえで先行

研究を参考に関連資料を集めて作品分析を行い、自身の見解を発表します。また、その成果を文章化してレポートとしてまとめま

す。 

 

Students will acquire the basics of studying Japanese literature (literature search, outline and report writing, presentations, and 

discussions). In the class, students will select a work of interest from among early modern literary works, transcribe the work, 

explain its phrases, and translate it into contemporary language, as well as uncover questions and problems. Based on this, 

students will refer to prior research to collect related materials and conduct analysis of the works, then present their own 

views. They will also put their findings into writing and summarize them as reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 日本近世文学について、くずし字読解について 

3. 発表の方法、レポートの書き方 

4. 学生による発表（仮名草子） 

5. 学生による発表（浮世草子１） 

6. 学生による発表（浮世草子２） 

7. 学生による発表（読本１） 

8. 学生による発表（読本２） 

9. 学生による発表（黄表紙） 

10. 学生による発表（洒落本） 

11. 学生による発表（滑稽本） 

12. 学生による発表（俳諧１） 

13. 学生による発表（俳諧２） 

14. まとめ 

＊授業の内容と順番は適宜変更する可能性があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

指定のテキストのほか、授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｃ 

(Introductory Seminars E1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典和歌読解法 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『新古今和歌集』入集歌の読解をとおして古典和歌の分析方法を習得する。 

 

Through the reading and interpretation of waka in Shinkokin Wakashu, students will learn methods of analyzing classical waka. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『新古今和歌集』は和歌史上屈指の華麗さで知られ、『古今和歌集』より続く王朝和歌の美意識の集大成ともいえる。この『新古

今和歌集』を教材として、古典和歌を読解するための基礎的な知識を身につける。本授業は受講生が順番に発表する輪読形式

である。受講生には『新古今和歌集』に入集している和歌から１首ないし数首を担当して発表してもらう予定である。この作業をと

おして和歌を分析する手法を学んでもらう。 

 

Shinkokin Wakashu is considered among the most exquisite in the history of waka, and is positioned as the culmination of the 

aesthetic sense of Waka in the Heian era. In this course, students will learn basic knowledge for reading classical waka.The 

course will be held in group reading format, with participants taking turns in making presentations. Students will be put in charge 

of one or several waka poems. Through the tasks, students will learn methods for analyzing waka. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『新古今和歌集』の概説 

3. 古典和歌を読むための基礎知識 

4. 担当教員による模擬発表・分担決定 

5. 受講生による発表(１) 

6. 受講生による発表(２) 

7. 受講生による発表(３) 

8. 受講生による発表(４) 

9. 受講生による発表(５) 

10. 受講生による発表(６) 

11. 受講生による発表(７) 

12. 受講生による発表(８) 

13. 受講生による発表(９) 

14. まとめ 

※受講生の状況により内容・順番等が変更になる場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表資料作成方法等については授業時に適宜指示する。 

『新古今和歌集』の概略については概説書や事典等で確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、『字典かなー出典明記 改訂版』、笠間書院 

授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1557 - 

■AT014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｄ 

(Introductory Seminars E1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後の小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
河田 綾(KAWATA RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後の短編小説を読むことを通じて、日本近現代文学研究の知識と方法を学ぶ。 

 

The aim of this course is to learn the knowledge and methods of modern and contemporary Japanese literature through reading 

postwar short story. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、授業に臨む上で必要となる日本近代文学研究の基本的な知識について学ぶ。次に、教員の指定した戦後の短編小説につ

いて学生が発表を行い、その内容を議論する。これらの学習を通じて、最終的にはその成果をレポートにまとめる。 

 

First, students will learn the basic knowledge of modern and contemporary Japanese literature required for class. Next, students 

will give a presentation on postwar short stories specified by teachers and discuss their contents. Through these learnings, 

students will also put their results into writing and summarize them as reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 資料収集の方法について 

3. 発表資料の作り方について 

4. レポート作成の手順と書き方について 

5. 教員による模擬発表 

6. 受講者による発表① 

7. 受講者による発表② 

8. 受講者による発表③ 

9. 受講者による発表④ 

10. 受講者による発表⑤ 

11. 受講者による発表⑥ 

12. 受講者による発表⑦ 

13. 受講者による発表⑧ 

14. 受講者による発表⑨・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講するにあたって、毎回扱う作品を熟読し、受講者全員で建設的な議論を行なうよう努めること。また、発表者は入念に準備を

したうえで、自らの報告内容について責任を持って臨むこと。なお、授業の中で適宜参考文献の紹介を行うので、最終レポート執

筆の際に役立ててほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤宏、2015、『日本近代小説史』、中央公論新社 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｅ 

(Introductory Seminars E1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「文学研究」をしてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近現代文学を大学で研究するための基礎的な知識・方法を身につけると同時に、演習形式の授業に参加するためのスキ

ルを獲得することを目標とします。 

 

The course aims to have students acquire fundamental knowledge and methods for researching the modern and contemporary 

literature of Japan at university, while also acquiring the skills for participating in exercise-format classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、演習形式の授業に参加するためのスキルについて講義形式で説明します。その主な内容は以下の通りです。 

１ 資料・文献の検索・収集方法 

２ 発表内容の構成の仕方 

３ 発表資料の作り方 

４ 口頭発表のやり方 

５ レポート作成の方法 

次に、テキストの作品を受講者で分担し、昭和戦前期の文学や日本の近現代文学の特質を理解するための基本的な視角を獲得

することを目標に、演習形式で発表・討議を行います。 

 

The course will first use a lecture format to explain the skills for taking part in exercise-format classes. The main items are as 

follows. 

1. Methods of searching and collecting documents and materials 

2. How to configure presentation content 

3. How to create presentation materials 

4. How to perform oral presentations 

5. How to create reports 

Next, class participants will divide and share works of text, and will engage in presentations and discussions in exercise format, 

with the goal of gaining basic perspectives for understanding the characteristics of recent contemporary Japanese literature 

and Showa era literature prior to WWII. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：資料・文献の検索・収集方法 

3. 講義：発表内容の構成の仕方 

4. 講義：発表資料の作り方 

5. 講義：口頭発表のやり方 

6. 講義：レポート作成の方法 

7. 参加者による報告と討議１ 

8. 参加者による報告と討議２ 

9. 参加者による報告と討議３ 

10. 参加者による報告と討議４ 

11. 参加者による報告と討議５ 

12. 参加者による報告と討議６ 

13. 参加者による報告と討議７ 

14. 参加者による報告と討議８・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者には、前半部分での講義を踏まえて報告の準備をすることと、他の参加者による報告にコメントをするための準備が求め

られます。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での報告内容の評価(40%)/演習形式の授業での参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 1』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311914-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ａ 

(Introductory Seminars E2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「文学研究」をしてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近現代文学を大学で研究するための基礎的な知識・方法を身につけると同時に、演習形式の授業に参加するためのスキ

ルを獲得することを目標とします。 

 

The course aims to have students acquire fundamental knowledge and methods for researching the modern and contemporary 

literature of Japan at university, while also acquiring the skills for participating in exercise-format classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、演習形式の授業に参加するためのスキルについて講義形式で説明します。その主な内容は以下の通りです。 

１ 資料・文献の検索・収集方法 

２ 発表内容の構成の仕方 

３ 発表資料の作り方 

４ 口頭発表のやり方 

５ レポート作成の方法 

次に、テキストの作品を受講者で分担し、昭和戦前期の文学や日本の近現代文学の特質を理解するための基本的な視角を獲得

することを目標に、演習形式で発表・討議を行います。 

 

The course will first use a lecture format to explain the skills for taking part in exercise-format classes. The main items are as 

follows. 

1. Methods of searching and collecting documents and materials 

2. How to configure presentation content 

3. How to create presentation materials 

4. How to perform oral presentations 

5. How to create reports 

Next, class participants will divide and share works of text, and will engage in presentations and discussions in exercise format, 

with the goal of gaining basic perspectives for understanding the characteristics of recent contemporary Japanese literature 

and Showa era literature prior to WWII. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：資料・文献の検索・収集方法 

3. 講義：発表内容の構成の仕方 

4. 講義：発表資料の作り方 

5. 講義：口頭発表のやり方 

6. 講義：レポート作成の方法 

7. 参加者による報告と討議１ 

8. 参加者による報告と討議２ 

9. 参加者による報告と討議３ 

10. 参加者による報告と討議４ 

11. 参加者による報告と討議５ 

12. 参加者による報告と討議６ 

13. 参加者による報告と討議７ 

14. 参加者による報告と討議８・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者には、前半の講義を踏まえて報告の準備をすることと、他の参加者による報告にコメントをするための準備が求められま

す。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での報告内容の評価(40%)/演習形式の授業での参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇１』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311914-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｂ 

(Introductory Seminars E2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後の小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
河田 綾(KAWATA RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後の短編小説を読むことを通じて、日本近現代文学研究の知識と方法を学ぶ。 

 

The aim of this course is to learn the knowledge and methods of modern and contemporary Japanese literature through reading 

postwar short story. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、授業に臨む上で必要となる日本近代文学研究の基本的な知識について学ぶ。次に、教員の指定した戦後の短編小説につ

いて学生が発表を行い、その内容を議論する。これらの学習を通じて、最終的にはその成果をレポートにまとめる。 

 

First, students will learn the basic knowledge of modern and contemporary Japanese literature required for class. Next, students 

will give a presentation on postwar short stories specified by teachers and discuss their contents. Through these learnings, 

students will also put their results into writing and summarize them as reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 資料収集の方法について 

3. 発表資料の作り方について 

4. レポート作成の手順と書き方について 

5. 教員による模擬発表 

6. 受講者による発表① 

7. 受講者による発表② 

8. 受講者による発表③ 

9. 受講者による発表④ 

10. 受講者による発表⑤ 

11. 受講者による発表⑥ 

12. 受講者による発表⑦ 

13. 受講者による発表⑧ 

14. 受講者による発表⑨・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講するにあたって、毎回扱う作品を熟読し、受講者全員で建設的な議論を行なうよう努めること。また、発表者は入念に準備を

したうえで、自らの報告内容について責任を持って臨むこと。なお、授業の中で適宜参考文献の紹介を行うので、最終レポート執

筆の際に役立ててほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤宏、2015、『日本近代小説史』、中央公論新社 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｃ 

(Introductory Seminars E2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学の基礎研究 

担当者名 

（Instructor） 
椋棒 哲也(MUKUBO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小人数の受講者が授業参加するなかで、発表や討論に関する知識や方法を体得し、近現代日本文学の作品について理解を深

める。 

 

Through classes with a small number of participants, students will acquire knowledge and learn methods related to the 

presentations and discussions, and will deepen their understanding of works of near modern Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代日本の文学作品を研究する、とはどういうことだろうか。受講を予定する皆さんの多くは、中学校・高等学校で教科書掲載

作品として近現代日本文学を読んできた筈だが、その際の経験がこの入門演習では大いに、だが別様に活かされることだろう。

「大いに」というのは、この授業が教科書掲載の短篇をテキストとするからだ。「別様に」というのは、受講者がむしろ授業者になる

からだ。皆さんはまず、オリエンテーションに参加するなかで、文献を集める・レジュメを作る・発表を行う・レポートを書く――ため

の方法を学ぶ。そして学んだ内容を授業時間外に実地に移し、第６回以降の発表や討論に（さらに課題提出に）反映させなけれ

ばならない。担当教員は、そのような活動のなかで研究の意義についても考えて頂きたいと期待している。なお発表時間は１人

当たり 20 分程度。また授業内容や計画は修正することがあるから、注意すること。 

 

What does it mean to study near modern Japanese literary works? Many of the students planning to attend the lectures will 

have read modern and contemporary Japanese literature as works in junior high and high school textbooks. That experience will 

be utilized to a great degree, albeit in a different way, in this introductory seminar. "Great degree" is noted as the lectures will 

use short stories from textbooks as their texts. "Different way" is noted as the lecture attendees themselves will become class 

leaders. During the orientation, the participants will first learn methods for gathering literature, creating outlines, conducting 

presentations, writing reports, etc. Students will then put the content of the studies into practice outside of class hours, and, 

from the sixth session onward, must reflect this in presentations and discussions (as well as in assignment submissions). The 

teacher in charge will also expect students to consider the significance of research within such activities. The time for 

presentations will be about twenty minutes per person. Students should take note that class content and plans are subject to 

change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：各作品を担当する発表者の決定ほか 

2. どのように文献を集めるか：図書館で？ネットで？ 

3. どのような観点で発表するか：作品論・作家論ほか 

4. どのようにレジュメを作るか：構成・表記など諸注意点 

5. 模擬発表：黒島伝治「二銭銅貨」 

6. 受講者による発表その１：夏目漱石「夢十夜」から２章＊以下から８人（篇）を選ぶ 

7. 受講者による発表その２：森鷗外「最後の一句」「高瀬舟」 

8. 受講者による発表その３：芥川龍之介「羅生門」「鼻」「蜜柑」 

9. 受講者による発表その４：志賀直哉「城の崎にて」「小僧の神様」 

10. 受講者による発表その５：横光利一「蠅」／川端康成「バッタと鈴虫」など掌の小説から１篇 

11. 受講者による発表その６：梶井基次郎「檸檬」／井伏鱒二「山椒魚」 

12. 受講者による発表その７：宮沢賢治「なめとこ山の熊」／太宰治「走れメロス」 

13. 受講者による発表その８：中島敦「山月記」「名人伝」／安部公房「赤い繭」「棒」 

14. おわりに：どのようにレポートを書くか＊または予備時間 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

まず授業計画で示した作品を、できるだけ多く第１回までに読んでおくこと。そして担当を希望する作品を複数決めておくこと。次

に開講後、受講者は折に触れ提示された知識や方法を反芻し、かつ参考文献を渉猟することが求められる。また担当する作品

が決定した後は発表準備を怠りなく進めること。なお第６回以降、当該時に発表を担当しない受講者も事前に作品を精読して各

自の「読み」を固め、発表者に相応の助言を行うべく用意し、授業に臨むことが求められる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/担当作品に関する研究発表(40%)/毎回の出席と、併せて適宜書いてもらうリアクションペーパー

(30%) 

本授業は、発表や討論に関する知識や方法の体得を一義とする。ゆえに、一、単位取得のためには研究発表が必須である。な

おやむを得ず担当回を欠席した場合は、改めて発表の機会が与えられる。二、７割（14 回のうち 10 回）以上の出席をしていない

場合は、成績評価の対象としない。また 30 分を超えて入室・退出する行為はこれを出席と認めない。ただし電車遅延等による遅

刻の場合は相談に応じる。 

 

テキスト（Textbooks） 

第１回～第５回のテキストは、授業者が用意する。第６回～第１３回のテキストは、発表担当者自身が本学池袋図書館などで全

集などを複写し、受講者に頒布する。詳細は第１回の授業において説明する。受講者各位は必ず出席すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教大学 大学教育開発・支援センター、2012/6、2017/3 改訂、『MASTER WRITING』、立教大学 大学教育開発・支援センタ

ー 

2. 立教大学 大学教育開発・支援センター、2016/3、『MASTER PRESENTATION』、立教大学 大学教育開発・支援センター 

ほか適宜授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は２～４名から成る８班に分かれる。第６回～第１３回において毎回１班が発表を行い、別の１班が司会を担当する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｄ 

(Introductory Seminars E2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世擬古文を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世擬古文の精読を通じて、古典籍の扱い及び基礎的な文献調査の方法を体得するとともに、古典文法の意義や近世擬古文

の特色を理解する。 

 

Through close readings of early modern pseudo-classical works, students will learn methods for approaching Japanese classical 

literal materials and conducting basic surveys of literature, and will understand the significance of classical grammar and the 

characteristics of early modern pseudo-classical works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本居宣長『玉勝間』を題材として、各種辞書や先行研究を用いて古典籍を丁寧に読解するための方法を身に付けていく。特に、

高等学校までに学ぶ古典文法や語彙との差異に注目しつつ、伝統的な国語国文学研究の初歩をその内容から読みとっていく。

授業では、基本事項を講義形式で伝えたのちに、章段ごとに分担者を決めて演習形式で発表を行い、全体での議論を通じて理

解を深めることになる。 

 

Taking Tamagatsuma by Motoori Norinaga as its subject, this class will use dictionaries and prior research to learn methods for 

carefully reading and interpreting Japanese classical literary materials. In particular, the class will study the rudiments of 

traditional Japanese literature and language research from reading of its content, paying attention to differences from the 

classical grammar and vocabulary that students learned up through high school. After communicating basic matters in lecture 

format, the class will assign reading sections to participants, conduct presentations in the exercise format, and deepen 

students' understanding through discussions of the whole. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資料紹介および課題の確認 

2. 発表見本 

3. 調査方法の検討 

4. 担当者による発表と討議（１） 

5. 担当者による発表と討議（２） 

6. 担当者による発表と討議（３） 

7. 担当者による発表と討議（４） 

8. 担当者による発表と討議（５） 

9. 担当者による発表と討議（６） 

10. 担当者による発表と討議（７） 

11. 担当者による発表と討議（８） 

12. 担当者による発表と討議（９） 

13. 担当者による発表と討議（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表する箇所以外についても、発表者同様に調査して討議に臨むこと。各回の討議で見つかった課題についても、各自で

解決のための方策を探って次回に臨むこと。また、「何をどのように調べたら、何がどこまで分かり、何についてはなぜ分からなか

ったのか」ということを明確にして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 芳賀登、2017、『本居宣長 読みなおす日本史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642067232) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｅ 

(Introductory Seminars E2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
変体仮名を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

変体仮名を読む力を養う。 

 

Students will cultivate the ability to read hentaigana (variant kana). 

 

授業の内容（Course Contents） 

変体仮名で書かれた平安時代の作品を取り上げます。発表の分担を決めて、翻刻、語釈、注釈、現代語訳などをレジュメにまと

めて発表してもらいます。変体仮名で書かれた写本は、濁点も句読点もなく、和歌以外のところでは改行もありません。一文字、

一文字の変体仮名を正確に読み取ることから始まって、ひとまとまりの単語を認識し、さらには文節、そして文、ひいてはまとまっ

た文章を鑑賞する力を養います。 

 

The course will deal with works of the Heian period written in hentaigana. The class will assign presentations and have students 

prepare and present outlines of transcriptions, explanations of phrases, annotations, modern language translation, etc. 

Manuscripts written in hentaigana have neither dakuten marks nor punctuation marks, nor line breaks other than in waka poetry. 

Starting with accurate reading of single-character hentaigana, students will recognize grouped words and will further cultivate 

the ability to appreciate phrases, sentences, and texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（１０） 

13. 学生による発表（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の分担箇所について調べてレジュメを作るのはもちろんのこと、他の学生の発表する箇所についても予習・復習をして、変体

仮名を読むことに習熟する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(30%)/最終レポート(28%)/授業への参加態度(42%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)42%, 平常点(In-class Points)58% (発表 30%,授業への参加態度 28%) 筆記試験では、変体仮

名を読む力を試します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／日本文学研究法 

(Preliminary Studies in Japanese Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語・日本文学の研究に関する方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語・日本文学を研究するための方法をわかりやすく解説し、日本文学専修の学生に必要なスキルを身につけさせる。 

 

The class will provide easily understood explanations of methods for researching Japanese language and literature, and give 

students the skills required for students of Course in Japanese Literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本とは何か、日本語・日本文学とは何か、それを学ぶことの意義やおもしろさはどこにあるのかを幅広い観点から講義する。実

際の授業は、毎回、日本文学専修の専任教員が交替で行う。資料はその都度用意する。毎回、コメントあるいは小レポートを提

出してもらう。 

 

Lectures will take wide-ranging perspectives on the questions of what Japan is, what the Japanese language and literature are, 

and where the significance and interest lie in learning about these. Actual classes will alternate each session among full-time 

faculty members in the Course in Japanese Literature. Materials will be prepared each time. Students will submit comments or 

short reports each session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講義１ 

3. 講義２ 

4. 講義３ 

5. 講義４ 

6. 講義５ 

7. 講義６ 

8. 講義７ 

9. 講義８ 

10. 講義９ 

11. 講義１０ 

12. 講義１１ 

13. 講義１２ 

14. 講義１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当者の指示に従い、事前にコメントまたは小レポートを準備し提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（コメント、小レポートを含む）(60%) 

最終レポートは、最も印象に残った講義で扱われた問題に関しての考察をしてもらう 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT101／演習 Ｅ１ 

(Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
神話の変容：『神皇正統記』をよむ 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代・中世の神話に関する文献を精読し、その特質を理解するとともに、基本的な資料の集め方、調べ方、発表の仕方を修得す

る。 

 

In this seminar students will do close readings of texts related to classical and medieval mythology. They will learn about the 

particular characteristics of these texts, while acquiring basic skills in collecting materials, conducting research, and giving 

presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「神話の変容：『神皇正統記』をよむ」 

本演習では、南北朝時代に北畠親房が撰述した『神皇正統記』を輪読する。『神皇正統記』は、南朝方の公卿であった親房が、神

代から後村上天皇までの歴史を、皇位の継承という観点から、中世神道説や儒教、仏教の思想などを用いて記した史書である。

今回は、冒頭に置かれた神代の部分を取り上げ、『日本書紀』等の記述と比較しながら、中世における神話解釈の展開について

考えてみたい。 

 

Transformations of Mythology: Reading Jinnō shōtōki 

In this seminar students will give presentations on their reading of sections of Jinnō shōtōki, edited by Kitabatake Chikafusa 

during the Nanbokuchō period. As an aristocrat of the Southern court, Chikafusa wrote this history of imperial accession from 

the Age of the Gods to the Emperor GoMurakami, and incorporated medieval Shintō mythology, Confucianism, and Buddhist 

thought. In this seminar, we will focus on the introductory section about the Age of the Gods, comparing it to relevant passages 

in Nihon shoki, and will consider the development of interpretations of mythology during the medieval period.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『神皇正統記』をよむための基礎知識 

3. 教員によるサンプル発表 

4. 受講生による発表と合評 1 

5. 受講生による発表と合評 2 

6. 受講生による発表と合評 3 

7. 受講生による発表と合評 4 

8. 受講生による発表と合評 5 

9. 受講生による発表と合評 6 

10. 受講生による発表と合評 7 

11. 受講生による発表と合評 8 

12. 受講生による発表と合評 9 

13. 受講生による発表と合評 10 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備、最終レポートの作成（3000 字以上）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に説明する。 

 



 - 1574 - 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT102／演習 Ｅ２ 

(Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈伝承〉をよむ 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈伝承〉世界の探求を通して、日本文化の多様性について考えるとともに、基本的な資料の集め方、調べ方、発表の仕方を修得

する。 

 

Through investigating “legend” students in this seminar will grapple with the multi-faceted nature of Japanese culture, while 

acquiring basic skills at collecting sources, conducting research, and giving presentations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「〈伝承〉をよむ（動物編）」 

本演習では、前近代の神話、伝説、昔話などにみえる様々な〈伝承〉について考察する。あらかじめ全体のテーマを設定し、受講

生はその枠組みの中で各自小テーマを決め、ジャンルや時代を横断しながら、資料の収集、読解を行う。今学期は、「動物」に関

する〈伝承〉について発表してもらう。 

 

Readings in “Legend” on the Theme of Animals 

In this seminar students will consider the variety of legends seen in premodern mythology, lore, and folk tales. The instructor 

will assign an overall theme, and students will choose to focus on a topic or smaller theme within that framework, collecting 

relevant materials across genres and time periods, and reading and presenting on their findings. This semester’s theme is 

“animals.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「〈伝承〉をよむ」ための基礎知識 

3. 教員によるサンプル発表 

4. 受講生による発表と合評 1 

5. 受講生による発表と合評 2 

6. 受講生による発表と合評 3 

7. 受講生による発表と合評 4 

8. 受講生による発表と合評 5 

9. 受講生による発表と合評 6 

10. 受講生による発表と合評 7 

11. 受講生による発表と合評 8 

12. 受講生による発表と合評 9 

13. 受講生による発表と合評 10 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備、最終レポートの作成（3000 字以上）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT103／演習 Ｅ３ 

(Seminars E3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈書から現代の注釈書に至るまでの膨大な注釈の歴史を俯瞰しながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』が成立した当時の人々は現代文学として読んでいたので、注釈書の必要はありませんでした。ところが、時が流れ

るにつれて次第に有職故実や言葉などが読者にわからなくなり、注釈が必要になってきたのです。その注釈作業は院政期の頃

から現代に至っており、それらの膨大な注釈の積み重ねがあることによって、現代の私たちは『源氏物語』を読むことができるの

です。 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べたレジュメを作成して発表してもらいます。 

 

 At the time that Genji Monogatari was written, people read the work as contemporary literature, so there was no need for 

annotations. However, with the passage of time, readers no longer understood the language of the time or the practices of the 

ancient imperial court, making annotations necessary. The work of annotating has come from the cloistered rule period to the 

present age, and through this vast accumulation of annotations, modern people are able to read Genji Monogatari. 

 This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines with ordered notes covering 

ancient to modern annotations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（１０） 

13. 学生による発表（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に『源氏物語』の全体像を把握しておくこと。自分の分担する箇所についてレジュメを作成するのはもちろんのこと、他の学生

の発表箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT104／演習 Ｅ４ 

(Seminars E4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈書から現代の注釈書に至るまでの膨大な注釈の歴史を俯瞰しながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』が成立した当時の人々は現代文学として読んでいたので、注釈書の必要はありませんでした。ところが、時が流れ

るにつれて次第に有職故実や言葉などが読者にわからなくなり、注釈が必要になってきたのです。その注釈作業は院政期の頃

から現代に至っており、それらの膨大な注釈の積み重ねがあることによって、現代の私たちは『源氏物語』を読むことができるの

です。 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べたレジュメを作成して発表してもらいます。 

 演習 E3 で扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

 At the time that Genji Monogatari was written, people read the work as contemporary literature, so there was no need for 

annotations. However, with the passage of time, readers no longer understood the language of the time or the practices of the 

ancient imperial court, making annotations necessary. The work of annotating has come from the cloistered rule period to the 

present age, and through this vast accumulation of annotations, modern people are able to read Genji Monogatari. 

 This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines with ordered notes covering 

ancient to modern annotations. 

 Students will continue reading parts covered in Seminars E3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（１０） 

13. 学生による発表（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に『源氏物語』の全体像を把握しておくこと。自分の分担する箇所についてレジュメを作成するのはもちろんのこと、他の学生

の発表箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT105／演習 Ｅ５ 

(Seminars E5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
お伽草子（武家物）を読む 

担当者名 

（Instructor） 
出口 久徳(DEGUCHI HISANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

お伽草子（武家物）からいつくかの物語を取り上げ、様々な資料を的確に用いて読解する。 

 

The course will take up several stories from Otogisoshi, stories written between the 15th and 17th centuries, and will make 

appropriate use of various materials to read and interpret the work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

お伽草子や用いる資料について説明し、演習の進め方を提示する。担当者は、諸注釈や諸本、先行研究を参考にしつつ、問題

点を明らかにして報告する。担当者による発表と質疑を重ねることで、物語の読みを深めていく。 

 

The course will explain Otogisoshi,stories written between the 15th and 17th centuries and the materials used, and will show 

how the seminar will proceed. Seminar leaders will refer to annotations, books, and prior research to clarify problem areas and 

make reports. Through questions and presentations by seminar leaders, students will deepen their reading of the story.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. お伽草子概説 

2. 発表・調査方法等の説明① 

3. 発表・調査方法等の説明② 

4. 担当者による発表と討論① 

5. 担当者による発表と討論② 

6. 担当者による発表と討論③ 

7. 担当者による発表と討論④ 

8. 担当者による発表と討論⑤ 

9. 担当者による発表と討論⑥ 

10. 担当者による発表と討論⑦ 

11. 担当者による発表と討論⑧ 

12. 担当者による発表と討論⑨ 

13. 担当者による発表と討論⑩ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う作品(弁慶物語、俵藤太物語など）を授業前に読んでおき、疑問点などを整理しておくこと。発表・レポートの準備を早

めに始めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/各回のコメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

『室町物語集 上・下』（新日本古典文学大系、岩波書店）、『古浄瑠璃 説経集』（新日本古典文学大系、岩波書店）等。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし 

 

注意事項（Notice） 
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■AT106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT106／演習 Ｅ６ 

(Seminars E6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
お伽草子の世界 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世から近世にかけて広く読み継がれたお伽草子を取りあげ，一つ一つの表現を玩味しながら物語世界をていねいに読み解

き，その魅力を理解する． 

 

The course will take up representative chapters of Otogi zoshi, a work that has been read since the Middle Ages. Students will 

carefully read and interpret the narrative world of the work while treasuring each expression, and will gain understanding of the 

characteristics of the work.  

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめにお伽草子について概説し，演習の進め方について説明する．その後，担当者を決め，発表と質疑応答を重ねていく．担

当者は，注釈書や先行研究を参照し，それを踏まえながら，表現の特質，物語の構造，諸本の違い，挿絵と本文の関係，物語を

生み出しはぐくんだ環境，後世への影響などについて，それぞれの観点から分析と調査を進めて発表する．参加者全員でていね

いに読解していくことによって，物語のさまざまな魅力を掘り起こしていくつもりである．なお，演習Ｅ５とは扱う作品・発表の方法・

討論の内容などの点で異なるものとなる． 

 

The course will first provide an outline of Otogi zoshi and explain how the seminar will proceed. Following this, seminar leaders 

will be determined, and presentations and question and answer sessions will take place. Using annotations and prior research as 

references, seminar leaders will analyze, investigate, and make presentations on characteristics of expression, the structure of 

the story, the differences among books, the relation between the body of text and book illustrations, the environment that gave 

birth to the tale, and influences on later generations, from the respective viewpoints of each. Through careful reading by all 

participants, the course aims to unearth the many attractions of the story.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通課題の確認，発表方法等の指示 

2. お伽草子概説 

3. 担当者による発表と討論１ 

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論１０ 

13. 担当者による発表と討論１１ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う章段を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/質疑応答と各回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 市古貞次校注、1985 1986、『御伽草子』上・下（岩波文庫）、岩波書店 (ISBN4-00-301261-5  ISBN4-00-301262-3) 
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参考文献（Readings） 

1. 徳田和夫編、2002、『お伽草子事典』、東京堂出版 (ISBN:ISBN4-490-10609-2) 

その他は授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

発表は個人発表の形で行う．受講生は，発表を踏まえた質疑応答に積極的に加わること． 

 

注意事項（Notice） 
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■AT107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT107／演習 Ｅ７ 

(Seminars E7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『枕草子』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 ゆかり(HASHIMOTO YUKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 平安時代を代表する作品『枕草子』からいくつかの章段を取り上げ精読することで、平安文学・文化の特質を知る。古典文学の

読解の方法を学び、調査・研究した結果を発表する力を養う。 

 

 Students will learn about the characteristics of Heian period literature and culture by taking up and closely reading several 

chapters from Makura no Soshi (The Pillow Book), a representative work of the period. Students will learn methods for reading 

and interpreting classical literature, and will cultivate the ability to present the findings of their investigations and research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『枕草子』を、現在の代表的な注釈書のさまざまな読みを比較検討しながら精読する。初回に『枕草子』について概説し、演習の

進め方について説明する。その後、担当者を決め、発表と質疑応答を重ねた授業を行っていく。発表担当者は諸注釈や先行研

究を参考にしながら、担当箇所だけでなく、その箇所が作品のなかでどのように位置づけられるのかを考えながら、各自が取り上

げる場面の解釈の問題点をあげて、その場面をどう読むのかを報告する。他のテキストや歴史との関わりなど多角的視野から分

析調査する。参加者全員のていねいな読解によって、『枕草子』の表現世界に迫る。 

 

The class will engage in careful reading of Makura no Soshi, comparing and considering readings of representative modern-day 

annotations. The first session will present an outline of Makura no Soshi, then explain how the seminar will proceed. Following 

that, class leaders will be decided, and the class will proceed through presentations and questions and answers. Making 

reference to annotations and prior research, the presentation leaders will consider not only the parts of the text under their 

charge but also how those parts are positioned within the work. They will raise problem areas in the interpretation of the scenes 

they take up, and will report on how to read the scenes. Analysis and investigation will adopt multifaceted standpoints, including 

relationships with other texts and with history. Through careful reading by all of the participants, the class will approach the 

world of expression in Makura no Soshi. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 『枕草子』概説 発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査の方法 

3. 担当者による発表と討論 1  

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論１０ 

13. 担当者による発表と討論１１ 

14. 春学期まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『枕草子』全体を読んでおくこと。 

各回で扱う章段を事前に下読みし、疑問点などを整理してくること。 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので、できるだけ早く準備を始めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/質疑などへの貢献度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

『枕草子』原文が付いているものなら特に指定しないので、各自テキストを準備するように。 

適宜プリントも配布する。 

なお、大学の図書館でジャパンナレッジにより新編日本古典文学全集『枕草子』を見ることができます。 

予習復習、発表準備などの際に、大いに活用してください。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1586 - 

■AT108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT108／演習 Ｅ８ 

(Seminars E8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『枕草子』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 ゆかり(HASHIMOTO YUKARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 平安時代を代表する作品『枕草子』からいくつかの章段を取り上げ精読することで、平安文学・文化の特質を知る。古典文学の

読解の方法を学び、調査・研究した結果を発表する力を養う。 

 

 Students will learn about the characteristics of Heian period literature and culture by taking up and closely reading several 

chapters from Makura no Soshi (The Pillow Book), a representative work of the period. Students will learn methods for reading 

and interpreting classical literature, and will cultivate the ability to present the findings of their investigations and research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『枕草子』を、現在の代表的な注釈書のさまざまな読みを比較検討しながら精読する。初回に『枕草子』について概説し、演習の

進め方について説明する。その後、担当者を決め、発表と質疑応答を重ねた授業を行っていく。発表担当者は諸注釈や先行研

究を参考にしながら、担当箇所だけでなく、その箇所が作品のなかでどのように位置づけられるのかを考えながら、各自が取り上

げる場面の解釈の問題点をあげて、その場面をどう読むのかを報告する。他のテキストや歴史との関わりなど多角的視野から分

析調査する。参加者全員のていねいな読解によって、『枕草子』の表現世界に迫る。演習 E7で扱わなかった章段を読んでいく。 

 

The class will engage in careful reading of Makura no Soshi, comparing and considering readings of representative modern-day 

annotations. The first session will present an outline of Makura no Soshi, then explain how the seminar will proceed. Following 

that, class leaders will be decided, and the class will proceed through presentations and questions and answers. Making 

reference to annotations and prior research, the presentation leaders will consider not only the parts of the text under their 

charge but also how those parts are positioned within the work. They will raise problem areas in the interpretation of the scenes 

they take up, and will report on how to read the scenes. Analysis and investigation will adopt multifaceted standpoints, including 

relationships with other texts and with history. Through careful reading by all of the participants, the class will approach the 

world of expression in Makura no Soshi. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 『枕草子』概説 発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査の方法 

3. 担当者による発表と討論 1  

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論１０ 

13. 担当者による発表と討論１１ 

14. 秋学期まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『枕草子』全体を読んでおくこと。 

各回で扱う章段を事前に下読みし、疑問点などを整理してくること。 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので、できるだけ早く準備を始めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/質疑などへの貢献度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

『枕草子』原文が付いているものなら特に指定しないので、各自テキストを準備するように。 

適宜プリントも配布する。 

なお、大学の図書館でジャパンナレッジにより新編日本古典文学全集『枕草子』を見ることができます。 

予習復習、発表準備などの際に、大いに活用してください。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT109／演習 Ｅ９ 

(Seminars E9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『後撰集』の四季歌を読む 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『後撰集』の四季歌を読むことを通して、和歌についての理解を深める。 

 

The purpose of this seminar course is for students to deepen their understanding of the characteristics of waka poetry by 

reading the poems made about the nature and scenery included in "Gosen syu". 

 

授業の内容（Course Contents） 

『後撰集』は、第二番目の勅撰和歌集である。この演習では、『後撰集』に収められた四季歌を読解する。初回・二回目は、和歌な

らびに『後撰集』について、四季の歌に重点を置いた解説を行う。その後は、輪読形式で、毎回担当者と担当和歌を定めて読解し

ていく。  

 

"Gosen syu" is the second imperial waka poetry collection.  In this seminar course students will read and interpret the 

seasonal poems included in "Gosen syu". The first and second sessions will be outline lectures on  waka poetry and "Gosen 

syu", focusing on poems about four seasons. After that, each session will designate a person in charge of specific waka, after 

which reading will take place in group format. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 四季を詠んだ和歌について 

2. 『後撰集』の四季歌について 

3. 『後撰集』春部の和歌を読み解く （１） 

4. 『後撰集』春部の和歌を読み解く （２） 

5. 『後撰集』春部の和歌を読み解く （３） 

6. 『後撰集』春部の和歌を読み解く （４） 

7. 『後撰集』夏部の和歌を読み解く （１） 

8. 『後撰集』夏部の和歌を読み解く （２） 

9. 『後撰集』秋部の和歌を読み解く （１） 

10. 『後撰集』秋部の和歌を読み解く （２） 

11. 『後撰集』秋部の和歌を読み解く （３） 

12. 『後撰集』秋部の和歌を読み解く （４） 

13. 『後撰集』冬部の和歌を読み解く （１） 

14. 『後撰集』冬部の和歌を読み解く （２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は、自分の担当する和歌について発表の準備をするのはもとより、他の履修者の担当する和歌についても事前に自分な

りの解釈を考えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表ならびに討議への貢献(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT110／演習 Ｅ１０ 

(Seminars E10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『後撰集』の恋歌を読む 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『後撰集』の恋歌を読むことを通して、和歌についての理解を深める。 

 

The purpose of this seminar course is for students to deepen their understanding of the characteristics of waka poetry by 

reading the poems made about love included in "Gosen syu". 

 

授業の内容（Course Contents） 

『後撰集』は、第二番目の勅撰和歌集である。この演習では、『後撰集』に収められた恋歌を読解する。初回・二回目は、和歌なら

びに『後撰集』について、恋の歌に重点を置いた解説を行う。その後は、輪読形式で、毎回担当者と担当和歌を定めて読解してい

く。  

 

"Gosen syu" is the second imperial waka poetry collection.  In this seminar course students will read and interpret the love 

poems included in "Gosen syu". The first and second sessions will be outline lectures on  waka poetry and "Gosen syu", 

focusing on poems about love. After that, each session will designate a person in charge of specific waka, after which reading 

will take place in group format. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 恋を読んだ和歌について 

2. 『後撰集』の恋歌について 

3. 『後撰集』恋一の和歌を読み解く （１） 

4. 『後撰集』恋一の和歌を読み解く （２） 

5. 『後撰集』恋二の和歌を読み解く （１） 

6. 『後撰集』恋二の和歌を読み解く （２） 

7. 『後撰集』恋三の和歌を読み解く （１） 

8. 『後撰集』恋三の和歌を読み解く （２） 

9. 『後撰集』恋四の和歌を読み解く （１） 

10. 『後撰集』恋四の和歌を読み解く （２） 

11. 『後撰集』恋五和歌を読み解く （１） 

12. 『後撰集』恋五の和歌を読み解く （２） 

13. 『後撰集』恋六の和歌を読み解く （１） 

14. 『後撰集』恋六の和歌を読み解く （２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は、自分の担当する和歌について発表の準備をするのはもとより、他の履修者の担当する和歌についても事前に自分な

りの解釈を考えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表ならびに討議への貢献(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT111／演習 Ｅ１１ 

(Seminars E11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
町人物浮世草子を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に西鶴作浮世草子の町人物に注釈を加え、精読します。 近世文学研究の方法を身につけるとともに、当時の文化や風俗につ

いての理解を深めることが目標です。 

 

Students will carefully read ukiyozoshi about the merchant class written by Saikaku. The goal is to grasp the characteristics of 

early modern literature, learn methods of research, and deepen understanding of the culture and customs of the era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

町人物浮世草子のおもしろさを味わいながら、作品から読み取れる当時の文化や風俗、経済や法制度、当時の慣習について精

査します。毎回発表担当者を決めて、発表と質疑を行います。発表は、くずし字解読、語釈、現代語訳、先行研究の紹介と検討、

関連資料の探索、内容分析を主とします。 

 

Students will carefully read ukiyozoshi about the merchant class in group reading format.  In each session, the class will 

determine a presentation leader and engage in presentations and discussions. Students will examine the culture, customs, 

economy, legal system, and customs of the time that can be read from the works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め 

方、調査分析の方法など）－講義 

3. 発表の方法について－講義 

4. 『日本永代蔵』１－学生発表 

5. 『日本永代蔵』２－学生発表 

6. 『世間胸算用』１－学生発表 

7. 『世間胸算用』２－学生発表 

8. 『西鶴織留』１－学生発表 

9. 『西鶴織留』２－学生発表 

10. 『万の文反古』１－学生発表 

11. 『万の文反古』２－学生発表 

12. 『日本新永代蔵』１－学生発表 

13. 『日本新永代蔵』２－学生発表 

14. まとめ 

＊授業の内容と順番は適宜変更する可能性があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1594 - 

■AT112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT112／演習 Ｅ１２ 

(Seminars E12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
町人物浮世草子を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に西鶴以後の浮世草子の町人物に注釈を加え、精読します。 近世文学研究の方法を身につけるとともに、当時の文化や風

俗についての理解を深めることが目標です。 

 

Students will carefully read ukiyozoshi about the merchant class written by authors after Saikaku. The goal is to grasp the 

characteristics of early modern literature, learn methods of research, and deepen understanding of the culture and customs of 

the era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

町人物浮世草子のおもしろさを味わいながら、作品から読み取れる当時の文化や風俗、経済や法制度、当時の慣習について精

査します。毎回発表担当者を決めて、発表と質疑を行います。発表は、くずし字解読、語釈、現代語訳、先行研究の紹介と検討、

関連資料の探索、内容分析を主とします。 

 

Students will carefully read ukiyozoshi about the merchant class in group reading format.  In each session, the class will 

determine a presentation leader and engage in presentations and discussions. Students will examine the culture, customs, 

economy, legal system, and customs of the time that can be read from the works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め 

方、調査分析の方法など）－講義 

3. 発表の方法について－講義 

4. 『子孫大黒柱』１－学生発表 

5. 『子孫大黒柱』２－学生発表 

6. 『子孫大黒柱』３－学生発表 

7. 『商人職人懐日記』１－学生発表 

8. 『商人職人懐日記』２－学生発表 

9. 『世間子息気質』－学生発表 

10. 『手代袖算盤』－学生発表 

11. 『諸商人世帯形気』１－学生発表 

12. 『諸商人世帯形気』２－学生発表 

13. 『諸商人世帯形気』３－学生発表 

14. まとめ 

＊授業の内容と順番は適宜変更する可能性があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT113／演習 Ｅ１３ 

(Seminars E13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『捜神後記』を読むー仙人と幽鬼、妖怪の世界ー 

担当者名 

（Instructor） 
金 英順(KIM YOUNGSOON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに日本文学・文化への影響について考察する。 

 

Students will read Chinese classical novels, cultivate the ability to read classical Chinese, and consider influences on Japanese 

literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『捜神後記』は、干寶『捜神記』の後を受けて撰集された六朝時代（三世紀～六世紀）の志怪小説集で、『続捜神記』とも称される。

現存本（『津逮秘書』収録本）『捜神後記』十巻には神仙や幽鬼、妖怪などをめぐる異聞・説話を中心とする合計一一六話の怪異

奇談が収められている。また、これらの怪異奇談の中には、日本の『日本霊異記』『今昔物語集』などにみえる説話と類似する怪

談が多く、『捜神記』に続く『捜神後記』の日本文学への影響が考えられている。 

授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備したレ

ジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読す

るのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

Sojinkoki, also known as Zokusoujinki, is a collection of "tales of the miraculous" from the Six Dynasties period (3rd to 6th 

centuries), collected after the Sojinki collection by Gan Bao. Volume 10 of the extant book Sojinkoki (contained in Shintaihisho) 

contains a total of 116 episodes of mysterious tales, centered on strange tales and narratives about immortal wizards, ghosts, 

monsters, and so on. Among these strange tales are many stories that are narratives resembling those in Nihon Ryoiki and 

Konjaku Monogatarishu and similar ghost tales in Japan, and Sojinkoki, which followed Sojinki, is thought to have influenced 

Japanese literature. 

For each tale, the class will decide a person in charge, who will give a presentation. The presenter will examine the reading, 

annotations, interpretation, materials related to the tale in advance, will deliver a report from a prepared outline, and will engage 

in questions and discussions. However, reading and presenting classical Chinese novels without prior knowledge is difficult. 

Accordingly, the course will explain what care is required in the reading of classical Chinese text, and how to look up and 

interpret kango (Japanese words of Chinese origin). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 厠に現れた黒衣を着た二人の妖怪の話 

2. 人間の姿に変じて現れた蜘蛛の話 

3. 白衣の女の姿に変じて船に乗った白鷺の話 

4. 占いを信じる男が赴任先で千年狐に助けられた話 

5. 蛟が人間に変じて訪れた後、洪水で沈む家を守った話 

6. 村の人々が山の龍穴に出入りする蛟を祭った話 

7. 蛟が人の飯を盗み食いして雷神より罰を受けた話 

8. 蛟が仇討ちを手伝った男に恩返しをした話 

9. 蛇の卵を食べようとした男達に起った災難の話 

10. 婿が蛇とは知らず嫁いだ女が蛇屋敷で災難に遇った話 

11. 人に助けられて放生された白亀が後に恩返しをした話 

12. 鶴に変じて千年後の故郷を訪ねた話 

13. 誤って墜ちた穴の中から仙薬を飲んで帰還した話 

14. 山穴から持ち帰った異界の袋を開けてしまった話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文訓読の返り点（一・二点、レ点など）を学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/毎回のコメント(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2012、『捜神記・捜神後記』、上海古籍出版社 

2. 1972、『和刻本漢籍隨筆集』、汲古書院 

テキストは授業の時にプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野誠子、2005、『中国古典小説選２』、明治書院 

2. 前野直彬、1987、『幽明録・遊仙窟他』、平凡社 

3. 前野直彬、1971、『六朝・唐・宋小説選』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT114／演習 Ｅ１４ 

(Seminars E14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『捜神後記』を読むー仙人と幽鬼、妖怪の世界ー 

担当者名 

（Instructor） 
金 英順(KIM YOUNGSOON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに日本文学・文化への影響について考察する。 

 

Students will read Chinese classical novels, cultivate the ability to read classical Chinese, and consider influences on Japanese 

literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『捜神後記』は、干寶『捜神記』の後を受けて撰集された六朝時代（三世紀～六世紀）の志怪小説集で、『続捜神記』とも称される。

現存本（『津逮秘書』収録本）『捜神後記』十巻には神仙や幽鬼、妖怪などをめぐる異聞・説話を中心とする合計一一六話の怪異

奇談が収められている。また、これらの怪異奇談の中には、日本の『日本霊異記』『今昔物語集』などにみえる説話と類似する怪

談が多く、『捜神記』に続く『捜神後記』の日本文学への影響が考えられている。 

授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備したレ

ジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読す

るのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

Sojinkoki, also known as Zokusoujinki, is a collection of "tales of the miraculous" from the Six Dynasties period (3rd to 6th 

centuries), collected after the Sojinki collection by Gan Bao. Volume 10 of the extant book Sojinkoki (contained in Shintaihisho) 

contains a total of 116 episodes of mysterious tales, centered on strange tales and narratives about immortal wizards, ghosts, 

monsters, and so on. Among these strange tales are many stories that are narratives resembling those in Nihon Ryoiki and 

Konjaku Monogatarishu and similar ghost tales in Japan, and Sojinkoki, which followed Sojinki, is thought to have influenced 

Japanese literature. 

For each tale, the class will decide a person in charge, who will give a presentation. The presenter will examine the reading, 

annotations, interpretation, materials related to the tale in advance, will deliver a report from a prepared outline, and will engage 

in questions and discussions. However, reading and presenting classical Chinese novels without prior knowledge is difficult. 

Accordingly, the course will explain what care is required in the reading of classical Chinese text, and how to look up and 

interpret kango (Japanese words of Chinese origin). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 踊る巨人を追いかけて異界に行った話 

2. 不思議な谷の中で桃源郷を見て来た話 

3. 迷い込んだ石倉で不老不死の霊薬を見つけた話 

4. 男が水中の穴の中で見た異郷の話 

5. 二つの眼を付けた巌と音楽を流す巌の話 

6. 川で巻貝を取る女達が一瞬にして石となった話 

7. 人の顔に猿の体で一本足をした妖怪の話 

8. 二つの頭をした巨人に追われた女の話 

9. 人の姿に変じて現れた蜘蛛の話 

10. 谷川に棲む悪鬼を退治した話 

11. 高悝の家に現れた妖怪の話 

12. 蜜蜂が盗賊を退治した話 

13. 白馬の尿で病気を治した奇人の話 

14. 男の体から心魂が抜け出た話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文訓読の返り点（一・二点、レ点など）を学習しておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/毎回のコメント(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2012、『捜神記・捜神後記』、上海古籍出版社 

2. 1972、『和刻本漢籍隨筆集』、汲古書院 

テキストは授業の時にプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野誠子、2005、『中国古典小説選２』、明治書院 

2. 前野直彬、1987、『幽明録・遊仙窟他』、平凡社 

3. 前野直彬、1971、『六朝・唐・宋小説選』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT115／演習 Ｅ１５ 

(Seminars E15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新聞の日本語学的分析 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実際の言語活動に触れながら日本語学の基礎的知識を定着させるとともに、新聞メディアの特性を日本語学的立場から把握す

ることを目標とする。その中で、文学研究や語学研究で新聞を用いる際に、単に記事を引用するだけではなく、そこに潜む言語事

象や編集の思惑をも考察できる力の涵養を目指す。 

 

The goal is to establish basic knowledge of Japanese linguistics while touching on actual language activities and to grasp the 

characteristics of newspaper media from a linguistic standpoint. In this context, when using newspapers in literary and language 

studies, we aim to cultivate the ability to not only cite articles, but also consider the linguistic phenomena and the ideas of 

editorial lurking in them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教材となる新聞について分担を決め、「新聞見出しの構造」「記事に見られる略語」「翻訳とジェンダー」その他諸事象について、

音韻・表記・文法・語彙・方言その他の日本語学的な視点を用いて演習形式で読み解いていく。 

 

Students will Decide the division of newspapers that will be used as teaching materials, and use phonology, notation, grammar, 

vocabulary, dialects, and other Japanese-language perspectives for "newspaper headline structure," "abbreviations found in 

articles," "translation and gender," and so on, and read in the form of exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新聞概説及び課題の確認 

2. 発表見本及び発表者の決定 

3. 担当者による発表と討議（１） 

4. 担当者による発表と討議（２） 

5. 担当者による発表と討議（３） 

6. 担当者による発表と討議（４） 

7. 担当者による発表と討議（５） 

8. 担当者による発表と討議（６） 

9. 担当者による発表と討議（７） 

10. 担当者による発表と討議（８） 

11. 担当者による発表と討議（９） 

12. 担当者による発表と討議（１０） 

13. 担当者による発表と討議（１１） 

14. 担当者による発表と討議（１２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教材となる新聞を熟読しつつ、日本語学の基礎知識の復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者は、初回授業日に指定する新聞をテキストとして一部購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松林薫、2016、『新聞の正しい読み方 情報のプロはこう読んでいる!』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-0363-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT116／演習 Ｅ１６ 

(Seminars E16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『倭訓栞』「大綱」を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①基礎的な崩し字を解読できるようになること。  

②日本語学の基礎知識を文章の分析に応用できるようになること。  

③文献資料の扱いや考察の仕方が身に付くこと。  

④積極的に学術的な議論が行えること。 

 

(1) Be able to deciphering of running-form characters. 

(2) Be able to apply basic knowledge of Japanese linguistics to sentence analysis. 

(3) To learn how to handle and consider literature materials. 

(4) Be able to actively engage in academic discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世中期に著された国語辞書『倭訓栞』の首巻で示された「大綱」を読みます。「大綱」では様々な観点から言語論が展開されて

いるので、その内容を現代的視点から批判的に検討します。江戸版本を読み解くので、崩し字の基礎学習も行います。 

 

Students read the "General Rules" in the first volume of the Japanese language dictionary "Wakun no Shiori", which was 

written in the middle of the modern era. In the General Rules, linguistics are developed from various viewpoints, so we will 

critically examine the content from a modern viewpoint. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資料概説及び課題の確認 

2. 『倭訓栞』「凡例」を読む 

3. 発表見本及び発表者の決定 

4. 担当者による発表と討議（１） 

5. 担当者による発表と討議（２） 

6. 担当者による発表と討議（３） 

7. 担当者による発表と討議（４） 

8. 担当者による発表と討議（５） 

9. 担当者による発表と討議（６） 

10. 担当者による発表と討議（７） 

11. 担当者による発表と討議（８） 

12. 担当者による発表と討議（９） 

13. 担当者による発表と討議（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者以外の受講生は、崩し字を解読した上で、日本語学的にポイントとなりそうな個所を明確にして臨むこと。その際、日本語

学の知識を復習しておくこと。なお、各回で指摘された内容は、次回以降には踏まえていることが前提となる。なお、履修段階で

崩し字が読めなくても問題ない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者は、国会図書館デジタルコレクション（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2562782）から全画像を印刷してくること（白黒でよ

いが、１コマにつき A4 用紙１枚が望ましい）。国会図書館デジタルコレクションの当該ページで「全コマダウンロード」を選び、PDF

ファイルをダウンロードすることができる。あるいは、参考文献に挙げた勉誠社のもの(絶版）を古書で入手しても良い。 
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参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也他編、2008、『図説 日本の辞書、おうふう (ISBN:9784273035075) 

2. 尾崎知光編、1984、『和訓栞 : 大綱、勉誠社 (ISBN:978-4-585-10221-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT117／演習 Ｅ１７ 

(Seminars E17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明開化と日本語 

担当者名 

（Instructor） 
木村 一(KIMURA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀の日本語研究資料（文法書・辞書・会話書など）を扱いながら、当時のことば（古典語の要素を含む）について、文法・音

韻・表記・語彙などから多面的に調べ、考える。 

あわせて関連資料との比較検討を行う。 

様々な資料を活用することで，該当文献資料を日本語学的に整理，調査，考察することを目標とする。 

・日本語学的事象に対して，適切な説明・対応ができる。 

・発表内容に対して日本語学的見解から討議できる。 

・学習内容を自身の関心あるテーマに応用できる。 

 

Taking up 19th century Japanese language research materials (grammars, dictionaries, conversation books, etc.), the class will 

engage in multifaceted examination and consideration of the language of the time (including elements of classical language), 

including grammar, phonology, notation, and vocabulary. 

The class will also compare and consider related materials. 

By utilizing various materials, the class will aim to organize, investigate, and consider relevant literature materials in terms of 

Japanese linguistics. 

・Students will become able to appropriately explain and handle Japanese linguistic phenomena. 

・Students will become able to debate the content of presentations from a Japanese linguistics viewpoint. 

・Students will be able to apply what they have learned to themes of their own interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は，担当部分について発表を行う。その際に，語彙・語法で注意すべき事項について検討を行う。また，基礎的な調査方

法を習得する機会ともしたい。古典語から現代語へ変遷していく過程についても概観する予定である。 

数回にわたり，演習の進め方についての解説，演習担当者の決定，関連資料の利用方法などの説明を行う。その後，発表と質

疑応答を中心に授業を進める。なお，必要に応じて，プリントなどの資料を配布して，受講者による調査・作業も行う予定である。 

 

The course participants will conduct presentations on the areas under their charge. In doing so, students will examine matters 

of note in terms of vocabulary and usage. The course also aims to provide opportunities to learn fundamental methods of 

research. It will further outline the process by which classical language transitions to contemporary language. 

Over several sessions, the course will explain how the seminar will proceed, decide on seminar leaders, and explain how to use 

related materials. After that, classes will focus on presentations and on questions and answers. Materials such as prints will be 

distributed as needed, and surveys and work by course participants are also planned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学期導入 

2. 資料紹介 

3. 発表資料の作成方法 

4. 図書館・データベースなどの使い方 

5. 発表割り当て 

6. 発表・討議１ 

7. 発表・討議２ 

8. 発表・討議３ 

9. 発表・討議４ 

10. 発表・討議５ 

11. 発表・討議６ 

12. 発表・討議７ 

13. 発表・討議８ 

14. 学期まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習については，事前に配布された資料などで，内容を確認し授業にのぞむこと。 

復習については，発表箇所で問題となった点などを整理・理解し，次回の授業にのぞむこと。 

積極的な授業への取り組みを希望する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表資料(40%)/出席および授業参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT118／演習 Ｅ１８ 

(Seminars E18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語の複合動詞について考える 

担当者名 

（Instructor） 
徳本 文(TOKUMOTO AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本語の複合動詞についての考察を通して、日本語学の基礎的な知識と分析方法を身につけることを目標とします。 

 

The aim of this course is to help students acquire basic knowledge and analysis methods of Japanese linguistics through 

studying compound verbs in modern Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

複合動詞とは、「食べ過ぎる」「思い出す」などのように複数の動詞が結びついたもののことで、日本語には数多くの複合動詞が

存在し、日本語の表現を多彩にしています。日本語研究の立場から見ると、複合動詞には、アスペクト、格関係など様々な文法

的要素が含まれており、その面でも多彩であるといえるでしょう。 

この授業では、複合動詞の語構成や分析に必要な文法事項を学習した上で、受講者がデータベース等を用いて集めた複合動詞

の用例について考察して発表し、それについて討議を行います。このような作業を通して、日ごろ意識せずに使っている日本語の

意味と用法を分析的に見直し、考察した内容を的確に伝えることを学びます。 

 

A compound verb is a combination of multiple verbs, such as "tabe-sugiru" and  "omoi-dasu". There are many compound 

verbs in Japanese language, which greatly contribute to the variety of expressions in Japanese language. Also, from the 

standpoint of Japanese language research, compound verbs are diverse because they contain various grammatical elements, 

such as aspects and case particles. 

In this course, students will first learn about the grammatical items necessary for analysis, then analyze and formulate examples 

of compound verbs collected by using databases, etc. They will then present and discuss the results. Through these works, 

students learn to analytically review the meaning and usage of Japanese language that they use without being conscious of it, 

and to accurately explain the content of their studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 用例の収集方法 

3. 複合動詞の基礎知識１ 

4. 複合動詞の基礎知識２ 

5. 受講者による発表と討議１ 

6. 受講者による発表と討議２ 

7. 受講者による発表と討議３ 

8. 受講者による発表と討議４ 

9. 受講者による発表と討議５ 

10. 受講者による発表と討議６ 

11. 受講者による発表と討議７ 

12. 受講者による発表と討議８ 

13. 受講者による発表と討議９ 

14. 受講者による発表と討議１０・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表準備、最終レポート 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(40%)/討議への参加、リアクションペーパー等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 中山緑朗・飯田晴巳監修、2015 年、『品詞別学校文法講座 第三巻 動詞・形容詞・形容動詞』、明治書院 

(ISBN:9784625514043) 

2. 飛田良文編、2007 年、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

複合動詞レキシコン（国立国語研究所） 

https://db4.ninjal.ac.jp/vvlexicon/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT119／演習 Ｅ１９ 

(Seminars E19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀の短篇小説を読む--太宰治と久生十蘭 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

短篇小説の構造と表現の特質を分析し、その意味と価値を考える。 

 

Analysis of the structure and expression of short stories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生の発表、ディスカッションを主にすすめる。 

太宰治、久生十蘭の短篇の方法を理解する。 

 

This is an active learning class run by student presentations and discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。発表担当作品の割り当てなど 

2. 研究発表１ 

3. 研究発表２ 

4. 研究発表３ 

5. 研究発表４ 

6. 研究発表５ 

7. 研究発表６ 

8. 研究発表７ 

9. 研究発表８ 

10. 研究発表９ 

11. 研究発表１０ 

12. 研究発表１１ 

13. 研究発表１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生はテクストを読んで参加する。 

発表者は担当作品を一つ選び、あらかじめレジュメを作成する。 

発表後、ディスカッションやコメントを生かして、レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のコメントシート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 太宰治、『晩年』、新潮文庫 (ISBN:4101006016) 

2. 久生十蘭、『久生十蘭短篇選』、岩波文庫 (ISBN:4003118413) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT120／演習 Ｅ２０ 

(Seminars E20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
江戸川乱歩を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸川乱歩の小説における、ジェンダー、セクシュアリティの分析を主に研究する。 

 

Analyzing the representation of gender and sexuality in  Edogawa Ranpo.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「孤島の鬼」「パノラマ島奇譚」における表象を研究する。 

ジェンダーやセクシュアリティの表象を分析するための方法論を学ぶ。 

受講生の発表とディスカッションを主体に進行する。 

 

As a textbook Kotou no Oni,Panoramatou Kitan. 

Active learning lessons based on student presentations and discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。発表担当作品の割り当てなど 

2. テクストのキーワードに関するディスカッション 

3. 研究発表１ 

4. 研究発表２ 

5. 研究発表３ 

6. 研究発表４ 

7. 研究発表５ 

8. 研究発表６ 

9. 研究発表７ 

10. 研究発表８ 

11. 研究発表９ 

12. 研究発表１０ 

13. 研究発表１１ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生はテキストをあらかじめ読んで参加する。 

発表担当作品について調べ、レジュメを作成する。 

授業時のディスカッション、コメントを生かしてレポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のコメントシート、ディスカッション参加など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 江戸川乱歩、『江戸川乱歩作品集１』、岩波文庫 (ISBN:4003118146) 

2. 江戸川乱歩、『江戸川乱歩作品集３』、岩波文庫 (ISBN:4003118162) 

 

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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■AT121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT121／演習 Ｅ２１ 

(Seminars E21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大正期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろげ、

卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

By reading literary works in the Taisho period, the course aims to have students understand the substantive characteristics of 

modern Japanese literature, broaden the extent of their examination of literary works, and acquire the skills required to engage 

in literary research at the graduation  

 

授業の内容（Course Contents） 

大正期の文学は、主題（モチーフ）や表現の面では現代の小説と近い面があり、現代の読者が直感的に理解できる作品が多い

にもかかわらず、その一方で、現代人の感覚や価値観とは掛け離れた面を示す場合があります。男女関係や結婚、家族関係を

めぐる主題、人生や職業をめぐる主題などは、今日の考え方の源流となっていると同時に、今日的な発想からは直ちに理解でき

ない領域の代表と言えるでしょう。この授業では、大正期の短編小説を素材にして、文学作品を共感的な回路とは異なるルートで

対象化する手法を学びながら、日本近代文学の内容的な特質の理解を目指します。素材とする作品については、この時期の代

表的な作家の作品からマイナーな作家の作品までバラエティを考慮して選択します（演習 E２２とは異なる作品を扱います）。 

はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り方、

４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議をして行

きます。 

 

Today, literary works from the Taisho period are difficult to understand without knowledge of the culture and society underlying 

them, as well as information on the nature of literary subjects in that era. However, the literary works of the era are 

unmistakably linked to the literary circumstances of today, and learning about the development period of modern Japanese 

literature is an essential foundation for research into contemporary literature. In this seminar, students will gain an 

understanding of the substantive characteristics of modern Japanese literature, while learning methods for handling literary 

works as subjects of historical research, using representative short stories from the Taisho period as materials. (The works 

covered will differ from those of Seminars E22.) 

 First, preparation for reports in the class will be explained in terms of these items: 1) Methods for literature/materials search 

and collection, 2) Ways of structuring presentation content, 3) Methods for creating presentation materials, and 4) Ways of 

performing oral presentation. Next, the class will assign literary works to course takers, and discussions will take place based on 

their reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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参加者は準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求められ

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で扱う作品本文については授業の中で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT122／演習 Ｅ２２ 

(Seminars E22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大正期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろげ、

卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

By reading literary works in the Taisho period, the course aims to have students understand the substantive characteristics of 

modern Japanese literature, broaden the extent of their examination of literary works, and acquire the skills required to engage 

in literary research at the graduation  

 

授業の内容（Course Contents） 

大正期の文学は、主題（モチーフ）や表現の面では現代の小説と近い面があり、現代の読者が直感的に理解できる作品が多い

にもかかわらず、その一方で、現代人の感覚や価値観とは掛け離れた面を示す場合があります。男女関係や結婚、家族関係を

めぐる主題、人生や職業をめぐる主題などは、今日の考え方の源流となっていると同時に、今日的な発想からは直ちに理解でき

ない領域の代表と言えるでしょう。この授業では、大正期の短編小説を素材にして、文学作品を共感的な回路とは異なるルートで

対象化する手法を学びながら、日本近代文学の内容的な特質の理解を目指します。素材とする作品については、この時期の代

表的な作家の作品からマイナーな作家の作品までバラエティを考慮して選択します（演習 E２1 とは異なる作品を扱います）。 

はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り方、

４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議をして行

きます。 

 

Today, literary works from the Taisho period are difficult to understand without knowledge of the culture and society underlying 

them, as well as information on the nature of literary subjects in that era. However, the literary works of the era are 

unmistakably linked to the literary circumstances of today, and learning about the development period of modern Japanese 

literature is an essential foundation for research into contemporary literature. In this seminar, students will gain an 

understanding of the substantive characteristics of modern Japanese literature, while learning methods for handling literary 

works as subjects of historical research, using representative short stories from the Taisho period as materials. (The works 

covered will differ from those of Seminars E21.) 

 First, preparation for reports in the class will be explained in terms of these items: 1) Methods for literature/materials search 

and collection, 2) Ways of structuring presentation content, 3) Methods for creating presentation materials, and 4) Ways of 

performing oral presentation. Next, the class will assign literary works to course takers, and discussions will take place based on 

their reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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参加者は準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求められ

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で扱う作品本文については授業の中で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT123／演習 Ｅ２３ 

(Seminars E23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治後期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治後期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろ

げ、卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

By reading literary works in the late Meiji period, the course aims to have students understand the substantive characteristics 

of modern Japanese literature, broaden the extent of their examination of literary works, and acquire the skills required to 

engage in literary research at the graduation thesis level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期の文学作品は、今日では、背景となる文化や社会に関する知識や当時の文学的主題のあり方についての情報なしには

理解しにくいものになっています。とはいえ、この時代の文学作品は確実に今日の文学状況に繋がるものであり、日本近代文学

の成立期について知ることは現代文学の研究の不可欠の土台といえます。この演習では、明治後期の代表的な短編小説を素材

として、文学作品を歴史的な研究対象として扱う手法を学びながら、日本近代文学の内容的な特質の理解を目指します。（演習 E

２４とは異なる作品を扱います）。 

 はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り

方、４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議して

行きます。 

 

Today, literary works from the Meiji period are difficult to understand without knowledge of the culture and society underlying 

them, as well as information on the nature of literary subjects in that era. However, the literary works of the era are 

unmistakably linked to the literary circumstances of today, and learning about the formative period of modern Japanese 

literature is an essential foundation for research into contemporary literature. In this seminar, students will gain an 

understanding of the substantive characteristics of modern Japanese literature, while learning methods for handling literary 

works as subjects of historical research, using representative short stories from the late Meiji period as materials. (The works 

covered will differ from those of Seminars E24.) 

 First, preparation for reports in the class will be explained in terms of these items: 1) Methods for literature/materials search 

and collection, 2) Ways of structuring presentation content, 3) Methods for creating presentation materials, and 4) Ways of 

performing oral presentation. Next, the class will assign literary works to course takers, and discussions will take place based on 

their reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. 参加者による報告と討議１０・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求めら
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れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2013、『日本近代短篇小説選 明治篇２』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311912-9) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT124／演習 Ｅ２４ 

(Seminars E24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治後期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治後期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろ

げ、卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

By reading literary works in the late Meiji period, the course aims to have students understand the substantive characteristics 

of modern Japanese literature, broaden the extent of their examination of literary works, and acquire the skills required to 

engage in literary research at the graduation thesis level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期の文学作品は、今日では、背景となる文化や社会に関する知識や当時の文学的主題のあり方についての情報なしには

理解しにくいものになっています。とはいえ、この時代の文学作品は確実に今日の文学状況に繋がるものであり、日本近代文学

の成立期について知ることは現代文学の研究の不可欠の土台といえます。この演習では、明治後期の代表的な短編小説を素材

として、文学作品を歴史的な研究対象として扱う手法を学びながら、日本近代文学の内容的な特質の理解を目指します。（演習 E

２３とは異なる作品を扱います）。 

 はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り

方、４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議して

行きます。 

 

Today, literary works from the Meiji period are difficult to understand without knowledge of the culture and society underlying 

them, as well as information on the nature of literary subjects in that era. However, the literary works of the era are 

unmistakably linked to the literary circumstances of today, and learning about the formative period of modern Japanese 

literature is an essential foundation for research into contemporary literature. In this seminar, students will gain an 

understanding of the substantive characteristics of modern Japanese literature, while learning methods for handling literary 

works as subjects of historical research, using representative short stories from the late Meiji period as materials. (The works 

covered will differ from those of Seminars E23.) 

 First, preparation for reports in the class will be explained in terms of these items: 1) Methods for literature/materials search 

and collection, 2) Ways of structuring presentation content, 3) Methods for creating presentation materials, and 4) Ways of 

performing oral presentation. Next, the class will assign literary works to course takers, and discussions will take place based on 

their reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. 参加者による報告と討議１０・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求めら
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れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2013、『日本近代短篇小説選 明治篇２』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311912-9) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT125／演習 Ｅ２５ 

(Seminars E25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代文学研究のための実践演習（1） 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品を分析的に読む方法、文学研究に必要な知識、卒業論文を執筆できる水準のアカデミック・ライティングのスキルを習得

する。 

 

The course aims to have students acquire the analytical reading skills of literary works, the knowledge required for literary 

research, and the academic writing skills that can write graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は受講者による研究発表と討議を中心に進行する。研究対象は学生が自らの関心に基づいて自由に選択し、最終的にそ

のテキストに関するレポートを執筆する。近現代の文学とそれを研究することに深い関心をもち、成果の発表と他者との議論に主

体的に参加する意欲のある学生の受講を求める。 

 

The course will mainly focus on research presentations and discussions. Students are free to choose the subject based on their 

interests and eventually write a report on the text. We ask students who have a deep interest in modern literature and study it 

and who are willing to participate in the presentation of results and discussions with others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表のためのガイダンス 

3. 受講者による発表とディスカッション１ 

4. 受講者による発表とディスカッション２ 

5. 受講者による発表とディスカッション３ 

6. 受講者による発表とディスカッション４ 

7. 受講者による発表とディスカッション５ 

8. 受講者による発表とディスカッション６ 

9. 受講者による発表とディスカッション７ 

10. 受講者による発表とディスカッション８ 

11. 受講者による発表とディスカッション９ 

12. 受講者による発表とディスカッション１０ 

13. 受講者による発表とディスカッション 11 

14. まとめ、レポートの執筆にあたって 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者はレジュメと口頭発表を準備する。参加者は各回のテキストを精読した上で参加し、発表に対するコメントを準備す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表の内容(40%)/リアクションペーパー(10%)/演習への参加態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT126／演習 Ｅ２６ 

(Seminars E26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代文学研究のための実践演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品を分析的に読む方法、文学研究に必要な知識、卒業論文を執筆できる水準のアカデミック・ライティングのスキルを習得

する。 

 

The course aims to have students acquire the analytical reading skills of literary works, the knowledge required for literary 

research, and the academic writing skills that can write graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は受講者による研究発表と討議を中心に進行する。研究対象は学生が自らの関心に基づいて自由に選択し、最終的にそ

のテキストに関するレポートを執筆する。近現代の文学とそれを研究することに深い関心をもち、成果の発表と他者との議論に主

体的に参加する意欲のある学生の受講を求める。 

 

The course will mainly focus on research presentations and discussions. Students are free to choose the subject based on their 

interests and eventually write a report on the text. We ask students who have a deep interest in modern literature and study it 

and who are willing to participate in the presentation of results and discussions with others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表のためのガイダンス 

3. 受講者による発表とディスカッション１ 

4. 受講者による発表とディスカッション２ 

5. 受講者による発表とディスカッション３ 

6. 受講者による発表とディスカッション４ 

7. 受講者による発表とディスカッション５ 

8. 受講者による発表とディスカッション６ 

9. 受講者による発表とディスカッション７ 

10. 受講者による発表とディスカッション８ 

11. 受講者による発表とディスカッション９ 

12. 受講者による発表とディスカッション１０ 

13. 受講者による発表とディスカッション１１ 

14. まとめ、レポートの執筆にあたって 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者はレジュメと口頭発表を準備する。参加者は各回のテキストを精読した上で参加し、発表に対するコメントを準備す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表の内容(40%)/リアクションペーパー(10%)/演習への参加態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT129／演習 Ｅ２９ 

(Seminars E29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治期の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小平 麻衣子(ODAIRA MAIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

短編小説について、注釈を行うとともに、語りの特徴、掲載雑誌とのかかわり、同時代の問題系との接続などを考え、近代文学研

究に必要な調査方法と発想を身につける。 

 

Students will annotate short stories while also considering features of narration, relationships with publishing journals, and 

connections with contemporary systems of problems, while acquiring survey methods and concepts necessary for modern 

literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期の短編小説をいくつか取り上げ、個人またはグループで発表を行う（受講者の人数に応じて決定する）。対象作品は、

1910 年前後に発表された短編を中心に、田山花袋「少女病」、森鷗外「半日」、谷崎潤一郎「秘密」、石川啄木「時代閉塞の現

状」、泉鏡花「国貞ゑがく」、田村俊子「生血」などを予定しているが、これも受講者の人数に応じて調整する。テーマとしては、エゴ

イズムやセクシャリティ、トラウマなど、作風としては幻想的なもの、モデルのあるものなど、バリエーションのある作品を選んでい

る。 

 

Students will take up several short stories in Meiji period and make presentations individually or in groups (determined by the 

number of students). Covered works will include "Shojo byo" by Katai Tayama, "Hannichi" by Ogai Mori, "Himistu" by Junichiro 

Tanizaki, "Jidai Heisoku no Genjo" by Takuboku Ishikawa, "Kunisada Egaku" by Kyoka Izumi, "Ikichi" by Toshiko Tamura. These 

will be adjusted for the number of course takers. The class will select varied works on themes such as egoism, sexuality, and 

trauma, and literary styles such as works of fantasy or works with a model. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表・資料調査方法についての講義 

3. 明治期の文学状況概説 

4. 履修者による発表・質疑応答（1） 

5. 履修者による発表・質疑応答（2） 

6. 履修者による発表・質疑応答（3） 

7. 履修者による発表・質疑応答（4） 

8. 履修者による発表・質疑応答（5） 

9. 履修者による発表・質疑応答（6） 

10. 履修者による発表・質疑応答（7） 

11. 履修者による発表・質疑応答（8） 

12. 履修者による発表・質疑応答（9） 

13. 履修者による発表・質疑応答（10） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当作品についての発表準備を行う。他の受講者は、各日の対象作品を通読し、コメントの準備を行うことが求められ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/授業への取り組み(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

主として Blackboardで配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT130／演習 Ｅ３０ 

(Seminars E30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代の文学論争を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小平 麻衣子(ODAIRA MAIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代の文学論争について、注釈を行い、参加者や文壇状況など当時の文脈を理解し、近代文学研究に必要な調査方法と発想を

身につける。 

 

With regard to modern literary controversies, students will annotate works, understand the context of the time (such as 

participants and the circumstances of the literary world), and will acquire the research methods and concepts necessary for 

modern literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代の文学論争・できごとをいくつか取り上げ、個人またはグループで発表を行う（受講者の人数に応じて決定する）。論争は、必

ずしも対立点が明確なものばかりとは限らず、読みにくいように感じるが、作家の立場や同時代の文脈を学習するには適してい

る。いきなり論争を読むというよりは、有名な評論の意味をかみ砕くことから始める。有島武郎「宣言一つ」をめぐる論争、芥川龍

之介と谷崎潤一郎による小説の筋論争、恋愛をめぐる論争、国民文学論争、夏目漱石「こゝろ」をめぐる論争などを予定している

が、受講者の人数に応じて調整する。 

 

Students will take up several contemporary literary controversies and happenings, and make presentations individually or in 

groups (determined by the number of students). As controversy is a linguistic act that seeks to establish dominance over 

another, the points in a conflict are not always clear and can be difficult to read. However, controversies are suitable for 

learning about the context of the times. Students will start by ascertaining the meaning of a well-known review, rather than 

immediately reading the controversy. The course plans to cover the controversy over "Sengen hitotsu" by Takeo Arishima, the 

controversies over the plot of novel by Ryunosuke Akutagawa and Junichiro Tanizaki, controversies over love, controversies 

over national literature, controversies over "Kokoro" by Soseki Natsume, etc. These will be adjusted for the number of course 

takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表・資料調査方法についての講義 

3. 研究の観点についての講義 

4. 履修者による発表・質疑応答（1） 

5. 履修者による発表・質疑応答（2） 

6. 履修者による発表・質疑応答（3） 

7. 履修者による発表・質疑応答（4） 

8. 履修者による発表・質疑応答（5） 

9. 履修者による発表・質疑応答（6） 

10. 履修者による発表・質疑応答（7） 

11. 履修者による発表・質疑応答（8） 

12. 履修者による発表・質疑応答（9） 

13. 履修者による発表・質疑応答（10） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当する評論や論争についての発表準備を行う。対象の選択にはある程度自由度があるので、場合によっては、テ

キスト自体を発表者が事前に配布する必要がある。他の受講者は、各日の対象テキストを通読し、コメントの準備を行うことが求

められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/授業への取り組み(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

主として Blackboardで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 臼井吉見、1979、『増訂版『近代文学論争』上・下』、筑摩書房 

2. 平野謙ほか、2006、『新版『現代日本文学論争史』上・下』、未来社 

3. 小谷野敦、2010、『現代文学論争』、筑摩書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT131／演習 Ｅ３１ 

(Seminars E31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代詩を読む／谷川俊太郎・茨木のり子・石垣りん 

担当者名 

（Instructor） 
大島 丈志(OSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

谷川俊太郎・茨木のり子・石垣りんの詩を読み解く。 

 

Students will read and interpret poems by Shuntaro Tanikawa, Noriko Ibaragi, and Rin Ishigaki. 

 

授業の内容（Course Contents） 

詩「朝のリレー」や「スイミー」の翻訳で知られる谷川俊太郎は、第二次世界大戦後、三好達治の紹介によって『文学界』にてデビ

ューします。1952 年、『二十億光年の孤独』を刊行し、戦後の新人として注目されました。その後も多様な試みを行い、自由奔放

ともいえる展開を見せていきました。そんな谷川俊太郎の詩の世界を、学んでいきたいと思います。  

また、授業の後半では、同時代の茨木のり子・石垣りんの詩を扱います。 

 

Shuntaro Tanikawa, known for his translation of the works "Asa no relay" and Swimmy, made his debut in the literary world 

through an introduction by Tatsuji Miyoshi after World War II. In 1952, he published Two Billion Light-Years of Solitude and 

became noted as a postwar newcomer. Following that, too, he engaged in various projects with free abandon. The class will 

study the world of the poems of Shuntaro Tanikawa.  

The second half of the class will cover poems by Noriko Ibaragi and Rin Ishigaki, who lived at the same time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・アンケート 

2. 詩の読解方法について１ 

3. 詩の読解方法について２ 

4. 詩人 谷川俊太郎についての講義 

5. 『二十億光年の孤独』の「新しさ」 

6. 『二十億光年の孤独』の「宇宙と私」 

7.  『ことばあそびうた』の試み 

8. 『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』 詩人の苦悩からの試み 

9. 『はだか』子どもの目から見た「うようよ」する世界 

10. 茨木のり子「私が一番きれいだったとき」を中心に 

11. 茨木のり子「こわがらない」を中心に 

12. 石垣りん「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」を中心に 

13. 石垣りん「家出のすすめ」を中心に 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習 演習の対象となる作品について先行研究を調査し、その上で自らの読みを作り、レジュメを作成する。 

復習 演習で出された質問に対して、フォローアップのレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習発表(60%)/演習フォロー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT132／演習 Ｅ３２ 

(Seminars E32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宮沢賢治、萩原朔太郎の詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
大島 丈志(OSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代の詩人宮沢賢治、萩原朔太郎の詩を読み解きます。 

 

Students will read and interpret the poems of the modern poet Kenji Miyazawa,Sakutaro Hagiwara. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宮沢賢治の詩は、教科書に掲載され、アニメや漫画でも多用されます。ただ、広まっている詩は一部の詩にすぎず、より多様で豊

かな詩の世界があります。この宮沢賢治の詩の世界を読み解いていきます。その際には、詩集『春と修羅』第一～三集だけでは

なく、「〔雨ニモマケズ〕」「童謡」「文語詩」等も扱っていきます。 

授業の前半では萩原朔太郎の同時代の詩を取り上げます。 

 

The poetry of Kenji Miyazawa is published in textbooks and is also used frequently in animation and comics. However, popular 

poems are only a part of poetry; a more diverse and rich world of poetry exists. Students will read and interpret the world of the 

poems of Kenji Miyazawa. The class will cover not only the first to third parts of the poetry collection An Ashura in Spring, but 

also works including "Ame ni mo makezu," and Doyo, Bungo shi. 

The first half of the class will focus on contemporary poems by Sakutaro Hagiwara. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・アンケート 

2. 詩の読解方法についての講義 

3. 詩人 宮沢賢治についての講義／宮沢賢治の詩の受容（伊坂幸太郎『魔王』・土田世紀『編集王』・教科書など） 

4. 詩人 萩原朔太郎についての講義 

5. 詩の「にほい」・・・・・・萩原朔太郎「月に吠える」より。「竹」等。 

6. 自己と倦怠・・・・・・萩原朔太郎「青猫」より。 

7. 恋・・・・・・宮沢賢治「恋と熱病」・「春と修羅（mental sketch modified）」・「小岩井農場」を中心に（『春と修羅』第一集） 

8. 舞・・・・・・宮沢賢治「原体剣舞連（mental sketch modified）」「高原」を中心に（『春と修羅』第一集） 

9. 離別・・・・・・宮沢賢治「永訣の朝」を中心に（『春と修羅』第一集） 

10. 離別・・・・・・宮沢賢治「住居」「告別」を中心に（『春と修羅』第二集）・「生徒諸君に寄せる」（詩ノート）  

11. 農・・・・・・宮沢賢治「〔盗まれた白菜の根へ〕」「〔同心町の夜あけがた〕」「和風は河谷いっぱいに吹く」「〔何をやっても間に

合はない〕 」を中心に（『春と修羅』第三集）  

12. 病・・・・・・宮沢賢治「病床」「眼にて云う」を中心に（疾中詩編より） 

13. 童謡・文語詩・・・・・・宮沢賢治「星めぐりの歌」／「副業」「旱害地帯」 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習……演習のための資料作り。先行研究の調査・詩の読解。 

復習……演習中に出された質問に対するフォローアップの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習発表(60%)/演習フォロー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1631 - 

■AT201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT201／日本文学講読 １ 

(Reading in Japanese Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏教文献の講読を通して、仏教的世界観に対する認識を深め、古典文学の読解に必要な基礎知識を修得する。 

 

Through reading Buddhist texts and literature, students will deepen their awareness of Buddhist cosmology, and acquire basic 

knowledge necessary to reading premodern literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「仏典と文学」 

六世紀中葉に仏教が伝来して以降、多くの漢訳仏典が日本にもたらされた。文学をはじめ、古代の日本文化は、様々な面でこう

した仏典から大きな影響を受けてきたのである。そこで本講義では、法華経や浄土三部経など、古代社会で重視された経典を取

り上げ、その内容を具体的に検討した上で、日本の仏教説話や説話画について、仏典の受容と展開という観点から考察する。 

 

Buddhist Texts and Literature 

Since the introduction of Buddhism, many Chinese translations of Buddhist texts arrived in Japan and greatly influenced 

classical Japanese literature. In this lecture course, therefore, we will read the Lotus Sutra and the Three Pure Land Sutras, 

and consider examples of their reception and development in Japan in the form of Buddhist tales and paintings.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏典をよむための基礎知識 

3. 法華経と文学 1 

4. 法華経と文学 2 

5. 法華経と文学 3 

6. 法華経と文学 4 

7. 浄土経典と文学 1 

8. 浄土経典と文学 2 

9. 浄土経典と文学 3 

10. 浄土経典と文学 4 

11. 仏典と文学 1 

12. 仏典と文学 2 

13. 仏典と文学 3 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートを作成する（3000字以上）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

単位を修得するには、次の 2 つの条件を満たす必要がある。①全 14 回中 3 分の 2 以上の出席、②最終レポートの提出。 
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詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT202／日本文学講読 ２ 

(Reading in Japanese Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代 

担当者名 

（Instructor） 
青木 慎一(AOKI SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「伊勢物語絵巻」の読解を通じて、『伊勢物語』の絵画化の傾向や物語理解の様相を把握する。 

 

Students will develop an appreciation for both the trends in the visualization of Ise monogatari and an understanding of the 

monogatari through a close reading of Ise monogatari emaki. 
 

授業の内容（Course Contents） 

住吉如慶によって近世前期に「伊勢物語絵巻」（東京国立博物館蔵）が制作された。本作品は『伊勢物語』全編を収録する全六巻

の絵巻である。絵巻の詞書（テキスト）をもとに物語を読み進めつつ、絵画化される際にどのような場面が選ばれ、どういった絵が

描かれるのかを見ることで、物語の絵画的要素や制作者の物語解釈などについて考える。 

 

 In the beginning of the early modern period, Sumiyoshi Jokei created Ise monogatari emaki (Tokyo National Museum), a picture 

scroll in six chapters recording the entirety of Ise monogatari. We will examine the visualized elements of the monogatari as well 

as the creator’s commentary through an exploration of what scenes are depicted and how the scenes are depicted while 

reading through the picture scroll’s text of the monogatari.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 王朝物語絵概説 

3. 近世絵画史と伊勢絵 

4. 第１段 初冠 

5. 第５段 関守 

6. 第６段 芥河 

7. 第９段 東下り 

8. 第９段（続）・第１２段 盗人 

9. 第２３段 筒井筒 

10. 第２３段（続）・第４５段 行く蛍 

11. 第６９段 狩の使 

12. 第１０６段 龍田河・第１１７段 住吉行幸 

13. 第１２１段 梅壺 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で対象とする章段は限られるので、前後の段の内容を予め理解しておくこと。また、授業で取り上げた如慶筆「伊勢物語絵

巻」の絵については、自分の言葉で解説できるようにしてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(70%)/小レポート(30%) 

平常点は、小テストと考察・講義内容の要約と考察のいずれかを毎時課して評価する。 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントペーパー・受講態度 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜ＰＤＦファイルを提供する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊勢物語絵研究会編、2019、『住吉如慶筆伊勢物語絵巻』、思文閣出版 (ISBN:9784784219599) 

2. 羽衣国際大学日本文化研究所編、2007、『伊勢物語絵巻絵本大成』、角川学芸出版 (ISBN:9784046211187) 
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3. 羽衣国際大学日本文化研究所・伊勢物語絵研究会編、2013、『宗達伊勢物語図色紙』、思文閣出版 (ISBN:9784784216796) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

平常点の評価方法となる、小テストと考察・講義内容の要約と考察のどちらを軸に授業を進めるかは、受講者の数や理解度に応

じて決定する（詳細は初回のガイダンス時に説明する）。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT203／日本文学講読 ３ 

(Reading in Japanese Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世 

担当者名 

（Instructor） 
目黒 将史(MEGURO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典を学ぶことの意義を問い直す。古典作品を読み解くことにより、現代を顧みる力を身につける。 

地域における伝承が生み出されていく背景をさぐり、変容する物語の仕組みを理解する。 

災害と文学との相関を紐解き、現代にもつながる教訓を考察する。 

 

Rethink the significance of learning classics. By reading classical works, you can acquire the power to look back on the present 

age. 

Understand the background of how local traditions are created and understand the mechanism of changing stories. 

Discover the correlation between disaster and literature, and consider lessons that lead to the present. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『平家物語』や『太平記』などの軍記を読み、それぞれのテーマを考察していく。 

現在地域に伝わる物語と『平家物語』に描かれている物語の相違を読み解いていく。 

活劇や漫画に描かれる技の表現はどのように生み出されてきたのか、『平家物語』や義経物を基にその源流をたどる。 

軍記に描かれる災害を読み解き、現代にもつながる教訓を考察する。 

 

We read military accounts such as "Heike Monogatari" and "Taiheiki" and consider each theme. 

I will try to understand the differences between the stories that are currently transmitted to the area and the stories depicted 

in  "Heike Monogatari". 

He traces the origins of the expressions of techniques depicted in live drama and manga based on   "Heike Monogatari" and  

"Yoshitune-mono". 

Interpret the disasters depicted in the military journal and consider the lessons that lead to modern times. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―軍記を読むということ― 

2. 地域における語り―『平家物語』倶利伽羅峠の戦い１― 

3. 地域における語り―『平家物語』倶利伽羅峠の戦い２― 

4. 地域における語り―『平家物語』八島の戦い１― 

5. 地域における語り―『平家物語』八島の戦い２― 

6. 地域における語り―『平家物語』八島の戦い３― 

7. 技の文化史―『平家物語』橋合戦― 

8. 技の文化史―義経物を読む１― 

9. 技の文化史―義経物を読む２― 

10. 災害と文学―『平家物語』大地震１― 

11. 災害と文学―『平家物語』大地震２― 

12. 災害と文学―『太平記』地震と津波１― 

13. 災害と文学―『太平記』地震と津波２― 

14. 災害と文学―噴火の記憶と信仰、教訓― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに読んだことのある日本の古典作品について、どのような資料だったかを再確認しておく。今読んでいるテキストがどの

ような性格のものなのかを意識して読解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のコメント、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 小峯和明、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082624) 

2. 小峯和明、2013、『日本文学史 古代・中世編』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623064496) 

3. 松田浩ほか、2017、『古典文学の常識を疑う』、勉誠出版 (ISBN:9784585291473) 

4. 松田浩ほか、2019、『古典文学の常識を疑うⅡ』、勉誠出版 (ISBN:9784585291831) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT204／日本文学講読 ４ 

(Reading in Japanese Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『宇治拾遺物語』のなかから，いくつかの場面を取りあげて精読し，日本中世に生み出された説話の特質について理解する．あわ

せて，中世の散文文学を読み解くためのさまざまな視座や方法についての理解を深める． 

 

From Ujisyui monogatari, students will closely read prominent scenes, and gain understanding of the characteristics of setsuwa 

born in Japan's Middle Ages. At the same time, they will deepen their understanding of various perspectives and methods for 

interpreting medieval prose literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに中世の説話と説話集について概説したのち，『宇治拾遺物語』に収められたさまざまな説話を横断的に読み進める．各

回ごとのテーマを設定し，一つの説話を入口として，関連話を読み進める．随時、他ジャンルの文芸、絵画、芸能等にも目を配り，

説話世界の広がりと奥行きを立体的に把握していく． 

 

After a general overview of the various collections of folktales from the Middle Ages, we will read a variety of tales from the Uji 

Shui Monogatari. For each class there will be a theme set, and from one specific tale as an introduction, we will continue with 

reading other related tales. As necessary, materials from other literary genres, painting, among other arts will be referred to and 

brought up, as part of fostering an understanding of the world of folktales in both horizontal extension and its depth in a three 

dimensional manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中世説話について 

2. 異類――「鬼に瘤取らるる事」 

3. 動物――「五色の鹿の事」 

4. 神仏――「柿の木に仏現ずる事」 

5. 僧――「空入水したる僧の事」 

6. 女性――「清水寺の御帳給はる女の事」 

7. 中間まとめ 

8. 盗人――「保輔盗人たる事」 

9. 武士――「河内守頼信、平忠恒を責る事」 

10. 日本――「頼時が胡人見たる事」 

11. 異国・異域――「虎の鰐取りたる事」 

12. 能説――「忠胤僧都、地主権現説法の事」 

13. 秘術――「晴明蛙を殺す事」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 説話を読むための基礎力を身につけるために，各自で関連説話や参考文献を幅広く読み進め，レポート執筆につなげること． 

 履修を機に，『宇治拾遺物語』をはじめとする中世の説話集のいずれかを通読することをすすめる． 

 

※「中間まとめ」の回には最終レポートに向けた課題設定や執筆要領などを示す． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/各回の講義内容に対するコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中島悦次、1960、『宇治拾遺物語』角川ソフィア文庫、角川書店 (ISBN:ISBN978-4044017019) 

『宇治拾遺物語』の原文がすべて収められている本であれば，これ以外のテキストを持参する形でもよい． 
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参考文献（Readings） 

1. 小林保治ほか校注・訳、1996、『新編日本古典文学全集『宇治拾遺物語』』、小学館 (ISBN:ISBN 978-4096580509) 

その他は授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業の際に注意事項を伝える． 

 

注意事項（Notice） 
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■AT205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT205／日本文学講読 ５ 

(Reading in Japanese Literature 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学を通してちょっと昔の日本の文化を知ろう。 

 

Let's know a little old Japanese culture through literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『通言総籬』というテキストを読むことで江戸文化を詳しく学びましょう。特に吉原遊廓を中心に学んでいきます。 

 

Let's learn about Edo culture by reading the text "Tsugen Soumagaki". In particular, I will study mainly at Yoshiwara Brothel. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション。授業の概要と成績評価などの説明を行う。 

2. 江戸文学を読むための準備として、江戸時代の歴史と文学を概観する。 

3. 『通言総籬』の作者や時代背景などを概観する。 

4. 『通言総籬』の登場人物や舞台などを概観する。 

5. 『通言総籬』の文体について概観する。 

6. 『通言総籬』を読む（１）。 

7. 『通言総籬』を読む（２）。 

8. 『通言総籬』を読む（３）。 

9. 『通言総籬』を読む（４）。 

10. 『通言総籬』を読む（５）。 

11. 『通言総籬』を読む（６）。 

12. 『通言総籬』を読む（７）。 

13. 『通言総籬』を読む（８）。 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを読んできて、事後に内容をまとめて復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水野稔、１９９０、『新日本古典文学大系 85』、岩波書店 (ISBN:9784002400853) 

授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池澤夏樹、2015、『好色一代男/雨月物語/通言総籬/春色梅児誉美』、河出書房新社 (309728812) 

近代作家による現代語訳です。適宜参照してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT206／日本文学講読 ６ 

(Reading in Japanese Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世 

担当者名 

（Instructor） 
丹羽 みさと(NIWA MISATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、近世作品を翻案した近代作品を主に扱い、近代作家たちの古典解釈や典拠との差異などについて理解を深めると

ともに、現代に至る近世作品受容の経緯について把握することを目標とする。 

 

In this lecture, We mainly deal with modern works adapted from Edo period works. 

The goal is to deepen the understanding of the differences between classical interpretations and original works by modern 

artists.And to understand how Edo period works have been read to the present day. 

 

授業の内容（Course Contents） 

恋の為に放火をして、火刑で死んでいった「八百屋お七」を主として扱う。典拠とされた井原西鶴や紀海音作品など、近世作品の

バリエーションを理解し、それらを再編した近代作家達の着眼点や構成力などに注目していく。各作品の「新しさ」と「面白さ」など

について、時代背景と共に解説を行う。受講者は自らの「読解」を小レポートとして提出し、最終的には近世作品と近代作品の性

質の違いを魅力を明確に区別できるようにする。同時に、近世資料が現在に伝わるまでの紆余曲折や介在する人々の営為につ

いても学習する。 

 

Treated mainly as a "Oshichi the greengrocer's daughter" .  

She set the house on fire for love and was sentenced to death.  

What aim in the class is understanding the variations of Edo period works, such as Ihara Saikaku's works, and the focus and 

composition of modern artists who have reorganized them. 

Explains the "newness" and "interest" of each work, along with the background of the times. 

Students submit their "reading comprehension" as a small report. At the end, students should be able to distinguish the 

differences between Edo and modern works.You will also learn about the history of Edo works and the people involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 井原西鶴『好色五人女』、馬場文耕『近世江戸著聞集』 

3. 紀海音「八百屋お七」、『天和笑委集』 

4. 真山青果「元禄巷談」（明治 43年）  

5. 真山青果「八百屋お七」（昭和 8年） 

6. 岡本綺堂「お七」（明治 44 年） 

7. 長田秀雄「お七吉三」（大正 2 年） 

8. 近世随筆に見る「八百屋お七」 

9. 山崎紫紅「八百屋お七」（大正 3年） 

10. 江戸川乱歩「押絵と旅する男」（昭和 4 年） 

11. 太宰治「哀蚊」（昭和 4 年） 

12. 吉井勇「八百屋お七」（大正 5 年） 

13. 野村胡堂「お七狂恋」（昭和 39年） 

14. 明治初期の「八百屋お七」諸作品 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う作品については事前に読んでくること。 

授業内で小レポートを課すので、予習の習慣を付けておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席及び小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

現在では入手しにくい資料の為、テキストは授業時に配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 竹野静雄、昭和 61 年、『近代文学と西鶴』、新典社 

2. 暉峻康隆ほか校注・訳、平成 8 年、『井原西鶴集１』、小学館 

3. 丹羽みさと、令和 2 年、『八百屋お七論』、新典社 

この他の参考文献は、授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT207／日本文学講読 ７ 

(Reading in Japanese Literature 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

俳諧のもつ滑稽さや卑俗さ、自然と人間のかかわり、先行文芸の需要のありさまなどを明らかにし、俳諧の本質や特徴について

把握します。また、初期俳諧の変遷を通史的にとらえることで、近世の日本文化についての理解を深めます。 

 

The course will clarify the humorousness and vulgarity inherent in haikai, the relationship between nature and humans, and the 

demand for artistic precedents, in order to grasp the essence and characteristics of haikai. In addition, students will deepen 

their understanding of modern Japanese culture by understanding transitions in early haikai in terms of its complete history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世に入り爆発的に流行した俳諧は、当時の、そしてその後の日本文化に大きな影響をあたえました。俳諧は、五・七・五（上句）

と七・七（下句）を交互に付けてゆく連歌の形式のなかに、〈俗〉の要素を多分に取り込んだ文芸です。授業では、近世初期の俳諧

のなかから代表的な作品を選び、俳諧を解釈するうえでの重要なポイントについて説明したのち、ことばの連なりのなかに織り込

まれている数々の意味を読み解きます。 

 

Haikai saw an explosion of popularity in the early modern period, and had a great influence on Japanese culture at the time and 

later as well. Haikai is a literary art that liberally incorporates elements of the commonplace in the form of a poetic series that 

alternates between 5-7-5 (kaminoku) and 7-7 (shimonoku). This class will select representative works from early modern haikai, 

explain key points in the interpretation of haikai, and decode the numerous meanings embedded in the strings of words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（講義の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世初期俳諧史 

3. 俳諧の作法（１） 

4. 俳諧の作法（２） 

5. 貞門俳諧（１） 

6. 貞門俳諧（２） 

7. 談林俳諧（１） 

8. 談林俳諧（２） 

9. 談林俳諧（３） 

10. 元禄俳諧（１） 

11. 元禄俳諧（２） 

12. 蕉風俳諧 

13. 雑俳 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回の授業内容へのコメント(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 乾裕幸ほか、2001、『連句への招待〔新版〕』、和泉書院 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT208／日本文学講読 ８ 

(Reading in Japanese Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『無名抄』の視点から平安時代後期・鎌倉時代初期の和歌について考える。 

 

From the description of Mumyosho", students will consider waka of the late Heian era and the early Kamakura era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代において『方丈記』の著者として有名な鴨長明は、生きていた当時は歌人として知られていた。鴨長明が著した歌論書が『無

名抄』である。『無名抄』には歌の師である俊恵の言葉や、和歌に関するさまざまなエピソードが収められている。本授業では『無

名抄』の記述を端緒として平安後期・鎌倉初期の和歌について考えてみたい。 

 

Kamo no chomei, who was famous as the author of Hojoki in modern times, was known as a poet when he was alive. Mumyosho 

written by chomei, contains the words of shune, the master of chomei, and various episodes about waka. This course consider 

waka of the late Heian era and the early Kamakura era from the description of  Mumyosho. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. １２、千載集に予一首入るを喜ぶこと(※『無名抄』の章段タイトルは下記のテキストによる) 

3. ５、晴の歌を人に見せ合はすべきこと 

4. １、題の心 

5. ７４、新古の歌 

6. ７３、名所を取る様 

7. １７、井出の山吹並びに蛙 

１８、関の清水 

8. ４９、代々恋の中の秀歌 

9. ４３、上の句劣れる秀歌 

４４、歌言葉の糟糠 

10. ４５、歌をいたくつくろへば必ず劣ること 

４６、秀句によりて心劣りすること 

４７、案じ過ぎて失となること 

11. ５８、俊成の自讃歌のこと 

５９、俊恵俊成の秀歌を難ずること 

６０、俊恵の秀歌 

12. ７２、俊恵歌体を定むること 

13. ６９、寂蓮・顕昭両人の心のこと 

14. ６６、俊成卿女・宮内卿、両人歌の詠みやうの変はること 

※状況により順番・内容等が変更になる場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストに一通り目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパー・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久保田淳・訳注、2013、『無名抄』、角川学芸出版 (ISBN:978-4-04-400111-7) 

授業時にプリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT209／漢文学講読 １ 

(Reading in Chinese Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文 

担当者名 

（Instructor） 
宋 カン(SONG HAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【知識・理解】 

(1)講読を通じて、中国古典文の基礎的な事柄について理解し、説明できる 

(2)返り点、送り仮名のついた漢⽂を読むために必要な 事柄について理解を深める 

 

【態度】 

漢文の表現上の特⾊を味わいながら読むようにつとめる 

 

【技能】 

漢⽂読解に必要な辞書・データベースを利⽤することができる   

 

The purposes of this course are to: 

(1) Obtain basic knowledge about the 

Literary Chinese（文言文） and Kanbun(漢文）. 

(2) Understand and use the various conventional reading punctuation, diacritical, and syntactic markers specific to reading 

Kanbun. 

(3) Be capable of using Chinese-Japanese dictionaries and related databases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

漢文学は純粋な外国文学ではありません。古代より日本人の心の表現として、またいわゆる和文学にインスピレーションを与える

ものとして重視されてきました。日本文学のもう一つの顔としての漢文学を考えてゆきたいと思います。  

 

Since ancient times, Kanbun has been valued as a way of expressing the Japanese mind and as an inspiration for so-called 

Japanese literature since it is not typical foreign literature for the Japanese tradition. This course examines the "other faces" 

of Japanese literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 中国文学、漢文学と日本文学 

2. 近代小説と漢文脈 政治小説から『吾輩は猫である』まで 

3. 小説家の漢詩を読む① 夏目漱石・森鴎外・永井荷風  

4. 小説家の漢詩を読む② 夏目漱石・森鴎外・永井荷風 

5. 漢文日記から日記文学へ 土佐日記 

6. 平安朝における漢文の意義 菅原道真と紀貫之 

7. 白居易と平安朝文学 和漢朗詠集を中心に 

8. 唐詩選読① 李白 

9. 科挙と中国文学 

10. 唐詩選読② 杜甫 

11. 唐詩選読③ 李商隠 

12. 白話小説の世界 三国志演義・水滸伝・西遊記 

13. 森鴎外の舞姫と才子佳人小説 

14. 日本文学における漢文学の意義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

合計 60 時間 

中国史の基礎知識を覚えること 

授業時に紹介した作品を読んでおくこと 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/課題提出(30%)/リアクションペーパー(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (課題物提出 20%,授業内ミニテスト 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で適宜配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 川合康三、2015、『新編 中国名詩選』、岩波書店 (ISBN:9784003700013) 

2. 齋藤希史、2014、『漢文脈と近代日本』、角川書店 (ISBN:9784044081089) 

3. 多田一臣、藤原克己、2009、『日本の古典 古代編』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595309090) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語は慎むこと 

 

注意事項（Notice） 
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■AT212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT212／漢文学講読 ４ 

(Reading in Chinese Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本漢文の精読を通して、漢文読解のための基礎力を養うとともに、日本文化に対する理解を深める。 

 

By doing close readings of Japanese Kanbun, students develop basic Kanbun reading skills and deepen their understanding of 

Japanese culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「漢文でよむ「死後の世界」」 

薬師寺の学僧景戒撰述の仏教説話集『日本霊異記』を中心に、「死後の世界」について記した平安時代の漢文文献を講読し、古

代日本人の死後観、他界観の特質について考える。また、日本文化を多角的に把握するため、中国の怪異譚などもあわせて検

討したい。 

 

Readings in Kanbun: The World of the Afterlife 

Focusing on the collection of Buddhist miracle tales Nihon ryōiki, edited by the Yakushiji monk Kyōkai (or Keikai), this course 

explores Heian-period Kanbun materials concerning the afterlife. This fosters study of ideas about the world after death held by 

Japanese of the classical period and  understanding of the special characteristics of their notions of the Other World. The 

better to comprehend the many facets of Japanese culture introduced, this course also examines their relationship to the 

Chinese strange tales. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 漢字・漢文学の基礎知識 1 

3. 漢字・漢文学の基礎知識 2 

4. 漢文でよむ「死後の世界」 1 

5. 漢文でよむ「死後の世界」 2 

6. 漢文でよむ「死後の世界」 3 

7. 漢文でよむ「死後の世界」 4 

8. 漢文でよむ「死後の世界」 5 

9. 漢文でよむ「死後の世界」 6 

10. 漢文でよむ「死後の世界」 7 

11. 漢文でよむ「死後の世界」 8 

12. 漢文でよむ「死後の世界」 9 

13. 漢文でよむ「死後の世界」 10 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートを作成する（3000字以上）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

単位を修得するには、次の 2 つの条件を満たす必要がある。①全 14 回中 3 分の 2 以上の出席、②最終レポートの提出。 

詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1659 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1660 - 

■AT237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1661 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1663 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1665 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1667 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1668 - 

■AT242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1669 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1670 - 

■AT244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1671 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1672 - 

■AT245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1673 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1674 - 

■AT246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1675 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1676 - 

■AT247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1677 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1678 - 

■AT248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1679 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1680 - 

■AT251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1681 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1682 - 

■AT252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1683 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1684 - 

■AT254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1685 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1686 - 

■AT255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1687 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1688 - 

■AT256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT302／文学講義 ３０２ 

(Lectures on Literature 302) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代２ 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

神仏に関する縁起や説話を読み解き、前近代における日本の宗教文化に対する理解を深める。 

 

In this course, students read foundation legends and tales that relate to Japanese kami and Buddhist deities and divinities in 

order to deepen their understanding of premodern Japanese religious culture.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「神と仏の文学史」 

日本の神祇信仰は、仏教と密接に関連しながら発展し、やがて、神々は仏・菩薩が衆生救済のために仮に姿を現した存在である

とする本地垂迹説が成立した。こうした複雑な神仏関係を背景に、多くの霊験譚・神異譚が作られたのである。本講義では、これ

らの中から熊野や春日、日吉といった著名な神社の祭神に関する文献や関連資料、絵画作品などを取り上げて、その内容を分

析し、前近代の人々の神観念について考察する。 

 

The History of Literature on Kami and Buddhas. 

Japanese belief in kami developed in close relationship with Buddhism, and over time the idea of honji-suijaku was established. 

Against the background of this complicated relationship between kami and Buddhist entities, many miracle tales were written. In 

this course, students consider texts, materials, and paintings that relate to the main kami worshipped at such famous shrines as 

Kumano, Kasuga, and Hie. Students analyze the content of these texts to interrogate premodern people’s ideas about kami.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 神仏関係の縁起・説話について 

3. 熊野信仰 1 

4. 熊野信仰 2 

5. 春日信仰 1 

6. 春日信仰 2 

7. 日吉山王信仰 1 

8. 日吉山王信仰 2 

9. 祇園信仰 1 

10. 祇園信仰 2 

11. 諏訪信仰 1 

12. 諏訪信仰 2 

13. 伊勢信仰 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートを作成する（4000字以上）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

単位を修得するには、次の 2 つの条件を満たす必要がある。①全 14 回中 3 分の 2 以上の出席、②最終レポートの提出。 

詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT303／文学講義 ３０３ 

(Lectures on Literature 303) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代３ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物語文学の最高峰『源氏物語』の成立までの平安文学の歴史の流れを理解する。 

 

Students will understand the historical flow of Heian period literature up to the creation of Genji Monogatari (The Tale of Genji), 

the peak of narrative literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 平安初期、漢文学が重視されているなか、次第に日本文化が再認識されるようになると、仮名の発達も相俟って、それまで埋も

れていた和歌が復興する。『古今和歌集』の誕生である。その後、実在の人物の和歌を核とした歌物語や私家集、創作的な作り

物語、日記や随筆文学などを経て、平安中期、『源氏物語』が成立する。 

 『源氏物語』成立までの平安文学の歴史の流れを概説する。 

 

 Amid an emphasis on classical Chinese studies in the early Heian period, Japanese culture gradually came under a renewed 

recognition. Together with the development of kana, the dormant art of waka was reconstructed. This marked the birth of the 

Kokin Wakashu anthology of waka. Subsequently, through poetic tales centered on waka poems concerning existing persons, as 

well as individual anthologies, creative fiction, diaries, and essay literature, Genji Monogatari came into being in the middle part 

of the Heian period. 

 The course will outline the flow of the history of Heian period literature up to Genji Monogatari. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢詩文の隆盛 

2. 『古今和歌集』――和歌の復興 

3. 歌物語――『伊勢物語』 

4. 私家集――『伊勢集』など 

5. 作り物語――『竹取物語』など 

6. 日記文学――『土佐日記』『蜻蛉日記』 

7. 『枕草子』の輝き（１） 

8. 『枕草子』の輝き（２） 

9. 『源氏物語』の達成（１） 

10. 『源氏物語』の達成（２） 

11. 『源氏物語』の達成（３） 

12. 『源氏物語』の達成（４） 

13. 『源氏物語』以降 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、作品の本文を読むことに多くの時間を割くつもりではあるが、授業で読むことができるのはその作品のほんの一部にし

かすぎないので、興味を持った作品については自分でどんどん読んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

レポートは、自分で調べて自分で考えた、独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT304／文学講義 ３０４ 

(Lectures on Literature 304) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代４ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探究し、文学史の流れの中に『源氏物語』があることを理解する。 

 

The course will investigate citations of prior literature in Genji Monogatari, to understand the tale’s presence within the flow of 

literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』は、和歌や漢詩や物語などの先行文学作品を引用して己が血肉としている。引用表現に導かれた読者は、『源氏

物語』の背後に先行文学作品の世界を重ね合わせ、両者の共通点と相違点を感じ取ったり、新しく生まれてくる意味を読み取っ

たりしながら、『源氏物語』独自の世界を鑑賞することとなる。 

 本講義では、『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探ることによって、『源氏物語』から振り返って見える文学史の風

景を照らし出す。 

 

 Genji Monogatari is related to prior literary works such as waka, Chinese poetry, and tales, through its citations of these. 

Guided by the cited representations, readers gain appreciation of the unique world of Genji Monogatari, superimposing the world 

of the prior literary works that lie behind it, feeling the common points and differences among these, and reading the meanings 

that emerge. 

 The course will shed light on the landscape of literary history made visible in retrospect from Genji Monogatari, by exploring 

the nature of the citations of prior literature in the tale. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（１） 

3. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（２） 

4. 『源氏物語』における引歌（１） 

5. 『源氏物語』における引歌（２） 

6. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（１） 

7. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（２） 

8. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（３） 

9. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（１） 

10. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（２） 

11. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（３） 

12. 『源氏物語』における『篁物語』引用（１） 

13. 『源氏物語』における『篁物語』引用（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』以前の文学史の流れを把握しておくこと。先行文学作品として授業で取り上げる「長恨歌」、『竹取物語』、『伊勢物

語』、『篁物語』については、あらかじめ読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

レポートは、自分で調べて自分で考えた、独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT305／文学講義 ３０５ 

(Lectures on Literature 305) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世１ 

担当者名 

（Instructor） 
出口 久徳(DEGUCHI HISANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『平家物語』等の軍記物語の合戦場面を取り上げることを通じて、日本の中世社会について考える。 

 

Students will think about  Japanese medieval society by considering battle scene of the war story such as the Heike 

monogatari. 

 

授業の内容（Course Contents） 

軍記物語における著名な合戦場面を取り上げる。 

『平家物語』などの軍記物語、絵巻などのテキストを読むことを通じて、日本の中世社会のあり方を考える。           

 

Students will consider famous battle scenes in the war story. Students will think about the ideal form of  Japanese medieval 

society by reading texts such as "Heike  monogatari," and picture scrolls, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 今昔物語集 

3. 保元物語１ 

4. 保元物語２ 

5. 平治物語１ 

6. 平治物語２ 

7. 平家物語１ 

8. 平家物語２ 

9. 平家物語３ 

10. 平家物語４ 

11. 承久記 

12. 太平記１ 

13. 太平記２ 

14. まとめ 戦いの中世文学史 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『今昔物語集』『保元物語 平治物語 承久記』『平家物語』（以上、新日本古典文学大系）、『太平記』（新編日本古典文学全集）

等を読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(10%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT306／文学講義 ３０６ 

(Lectures on Literature 306) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世２ 

担当者名 

（Instructor） 
目黒 将史(MEGURO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世という時代背景を探り、古代から近世へつながる間の文化や思想を文芸作品から考察する。中世とはいかなる時代なのか、

個々人で考える力を身につける。様々な作品を扱うことにより、作品間の諸相の読み解く方法を理解する。異域をめぐる言説から

日本像を問い直す。 

 

The course will explore the background to the Middle Ages, and through literary arts will consider the culture and thought that 

connect ancient times to early modern times. Students will acquire the power to individually consider the nature of the Middle 

Ages as an era. By taking up various works, students will understand methods for deciphering various aspects of the works. The 

course will rethink the image of Japan through discourses spanning different areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世に語られ、広まった説話世界を、説話集、お伽草子を中心に読み解き、紐解いていく。講義は作品に関する概説を行ってか

ら、内容を読解していく。絵巻などの絵画資料も取り扱う。 

地獄などの異界や琉球、蝦夷などの異国の物語を読み解き、異国・異界・境界を超えた世界に渡る人々の物語から異域認識を

考えていく。 

 

The course ill decipher and unravel the narrative world of the Middle Ages, with a focus on narrative anthologies and otogi-zoshi 

medieval illustrated short stories. The course will provide an overview of works, then decipher their content. Scrolls and other 

illustrated materials will also be used. 

Students will read and interpret stories about other worlds such as Hell and stories from other lands such as Ryukyu, and will 

consider the perceptions of other areas as seen in the stories of people who have crossed borders into other countries or other 

worlds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―中世の説話世界― 

2. 説話を考える―『今昔物語集』を読む―１ 

3. 説話を考える―『今昔物語集』を読む―２ 

4. 竹取説話を読む１ 

5. 竹取説話を読む２ 

6. 竹取説話を読む３ 

7. 〈異域〉に赴く人々１ 

8. 〈異域〉に赴く人々２ 

9. 〈異域〉に赴く人々３ 

10. 〈異域〉に赴く人々４ 

11. 地獄をめぐる人々１ 

12. 地獄をめぐる人々２ 

13. 地獄をめぐる人々３ 

14. 地獄をめぐる人々４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに読んだことのある日本の古典作品について、どのような資料だったかを再確認しておく。今読んでいるテキストがどの

ような性格のものなのかを意識して読解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のコメント、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 小峯和明、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082624) 

2. 小峯和明、2013、『日本文学史 古代・中世編』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623064496) 

3. 松田浩ほか、2017、『古典文学の常識を疑う』、勉誠出版 (ISBN:9784585291473) 

4. 松田浩ほか、2019、『古典文学の常識を疑うⅡ』、勉誠出版 (ISBN:9784585291831) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1705 - 

■AT308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT308／文学講義 ３０８ 

(Lectures on Literature 308) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧２ 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 400 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『新古今和歌集』の四季歌(秋・冬)の読解を通して新古今時代の和歌についての理解を深める。 

 

Through reading and interpreting waka of the seasons in the Shinkokinwakashu, students deepen their understanding of waka 

poetry in the Shinkokin era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『新古今和歌集』は和歌史上屈指の華麗さで知られ、『古今和歌集』より続く王朝和歌の美意識の集大成ともいえる。本授業では

『新古今和歌集』の四季歌を読んでいくことによって新古今歌風の特徴について考えてみたい。四季の歌のうち本授業では秋・冬

の歌を取り上げる。 

 

Shinkokin Wakashu is considered among the most exquisite in the history of waka and is positioned as the culmination of the 

aesthetic sense of waka in the Heian era. In this course, through reading and interpretation of waka of the seasons in the 

Shinkokinwakashu, students consider the characteristics of waka in the Shinkokin era. The course focuses on autumn and 

winter waka. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「秋風」を詠んだ歌（１） 

3. 「秋風」を詠んだ歌（２） 

4. 「七夕」を詠んだ歌 

5. 「月」を詠んだ歌（１） 

6. 「月」を詠んだ歌（２） 

7. 「萩」「荻」を詠んだ歌 

8. 「菊」を詠んだ歌 

9. 「鹿」を詠んだ歌 

10. 「紅葉」を詠んだ歌 

11. 「時雨」を詠んだ歌 

12. 「千鳥」を詠んだ歌 

13. 「雪」を詠んだ歌 

14. まとめ 

※状況により順番・内容等が変更になる場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『新古今和歌集』に一通り目を通しておくこと。併せて『新古今和歌集』以前に編纂された勅撰集である『古今和歌集』～『千載和

歌集』も見ておくとよい。その際は特に授業計画で示した景物が詠まれた和歌については注意して読んでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパー・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久保田淳、2007、『新古今和歌集上』、角川学芸出版 (ISBN:978-4-04-400102-5) 

授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３０９ 

(Lectures on Literature 309) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧３ 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『新古今和歌集』の四季歌(春・夏)の読解を通して新古今時代の和歌についての理解を深める。 

 

Through reading and interpreting waka of the seasons in the Shinkokinwakashu, students deepen their understanding of waka 

poetry in the Shinkokin era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『新古今和歌集』は和歌史上屈指の華麗さで知られ、『古今和歌集』より続く王朝和歌の美意識の集大成ともいえる。本授業では

『新古今和歌集』の四季歌を読んでいくことによって新古今歌風の特徴について考えてみたい。四季の歌のうち本授業では春・夏

の歌を取り上げる。 

 

Shinkokin Wakashu is considered among the most exquisite in the history of waka and is positioned as the culmination of the 

aesthetic sense of waka in the Heian era. In this course, through reading and interpretation of waka of the seasons in the 

Shinkokinwakashu, students consider the characteristics of waka in the Shinkokin era. The course focuses on autumn and 

winter waka. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「立春」「春霞」を詠んだ歌 

3. 「春の雪」「若菜」を詠んだ歌 

4. 「鶯」を詠んだ歌 

5. 「梅」を詠んだ歌（１） 

6. 「梅」を詠んだ歌（２） 

7. 「桜」を詠んだ歌（１） 

8. 「桜」を詠んだ歌（２） 

9. 「夏衣」を詠んだ歌 

10. 「郭公」を詠んだ歌 

11. 「橘」を詠んだ歌 

12. 「五月雨」を詠んだ歌 

13. 「夏の風」を詠んだ歌 

14. まとめ 

※状況により順番・内容等が変更になる場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『新古今和歌集』に一通り目を通しておくこと。併せて『新古今和歌集』以前に編纂された勅撰集である『古今和歌集』～『千載和

歌集』も見ておくとよい。その際は特に授業計画で示した景物が詠まれた和歌については注意して読んでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパー・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久保田淳、2007、『新古今和歌集上』、角川学芸出版 (ISBN:978-4-04-400102-5) 

授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT311／文学講義 ３１１ 

(Lectures on Literature 311) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世１ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仮名草子・浮世草子・前期読本を中心に、近世前期小説の変遷を通史的に追い、それぞれの特徴を理解しながら、近世文学を

読み解くための基礎的方法を身につける。各作品をさまざまな視点から読み解き、その成立の背景を知ることによって、江戸時

代の社会や文化に対する理解を深める。 

 

Focusing on kanazoshi, ukiyozoshi and earlier yomihon, the class will follow changes in early modern novels throughout history. 

While learning about the characteristics of each, students will acquire fundamental methods for reading and interpreting early 

modern literature. By reading and interpreting works from various perspectives and learning about the background behind their 

formation, students will deepen their understanding of the society and culture of the Edo period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世前期小説の代表的作品を読む。俳諧や出版メディア、先行文芸とのかかわりをも視野にいれ、各作品を多角的に読解、分

析する。 

 

Students will read representative works from early modern novels. Students will read and analyze each work from various 

angles, with a view to the relationships with haikai, publishing media, and prior literary art. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 俳諧について（１） 

3. 俳諧について（２） 

4. 仮名草子を読む（１） 

5. 仮名草子を読む（２） 

6. 西鶴の浮世草子を読む（１） 

7. 西鶴の浮世草子を読む（２） 

8. 西鶴の浮世草子を読む（３） 

9. 西鶴以後の浮世草子を読む（１） 

10. 西鶴以後の浮世草子を読む（２） 

11. 西鶴以後の浮世草子を読む（３） 

12. 前期読本を読む（１） 

13. 前期読本を読む（２） 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回プリントを配付します。事前に熟読して授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/各回の授業内容へのコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1711 - 

■AT312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT312／文学講義 ３１２ 

(Lectures on Literature 312) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世２ 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 400 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東京の歴史を学ぶことで、未来の東京を想像してみよう。 

 

Imagine the future of Tokyo by learning the history of Tokyo. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東京は、江戸時代から現在までの間に、どのように変化してきたのだろうか。東京オリンピック終了直後の今、東京の歴史を振り

返り、未来の東京について考えてみよう。 

 

How has Tokyo changed from the Edo period to the present? Immediately after the end of the Tokyo Olympics, look back on 

Tokyo's history and think about Tokyo in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション。授業内容と成績評価について概説する。 

2. みんなで東京について考えてみる。 

3. 東京の歴史を学ぶ（１） 

4. 東京の歴史を学ぶ（２） 

5. 古地図および古地図を通して町を学ぶ（１） 

6. 古地図および古地図を通して町を学ぶ（２） 

7. 古地図および古地図を通して町を学ぶ（３） 

8. 古地図および古地図を通して町を学ぶ（４） 

9. 古地図および古地図を通して町を学ぶ（５） 

10. 近現代の東京を学ぶ（１） 

11. 近現代の東京を学ぶ（２） 

12. 近現代の東京を学ぶ（３） 

13. 未来の東京を考える 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に町の歴史を調べてくる。事後に授業の復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めず、授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中沢 新一、2019、『増補改訂 アースダイバー』、講談社 (ISBN:4065153980) 

その他は授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT313／文学講義 ３１３ 

(Lectures on Literature 313) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近現代１ 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸川乱歩とその時代--ミステリ文学で辿る近現代日本文学の歴史とメディアミックス 

 

Edogawa Rampo and Novelists of the Same Period 

Modern Japanese Literature and Media Mix  

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸川乱歩が活躍した 1920 年代から戦中戦後にかけての日本文学の歴史を学ぶ。 

キーワードは、都市空間、感覚の変容、メディア、ジェンダー、セクシュアリティ、戦争など。 

 

We will learn in this class: the history of Japanese literature from the 1920s, when Edogawa Rampo debuted, during and after 

World War II 

 

Keywords include modern urban space, transformation of sensation, media, gender, sexuality, and war. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ミステリ・ジャンルのはじまり E.A.ポー、ホームズ。本格と変格。モダン都市大衆文化、雑誌『新青年』のこと 

3. 「押絵と旅する男」と乱歩のまなざし 

4. 「人でなしの恋」と人形愛 

5. 黒蜥蜴 乱歩と三島由紀夫と映画「黒蜥蜴」 

6. 「陰獣」 インターテクスチュアリティとジェンダー 

7. 「孤島の鬼」と同性愛表象 

8. 夢野久作「ドグラ・マグラ」と映画「ドグラ・マグラ」 

9. 夢野久作「ドグラ・マグラ」と映画「ドグラ・マグラ」 

10. 横溝正史の文学的軌跡と「復員」表象 

11. 横溝正史とメディアミックス、映画「犬神家の一族」 

12. 松本清張と社会派推理 「占領」表象 

13. 映画「砂の器」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

使用されるテキストをあらかじめ読んでおく。 

授業時に出された「課題」を復習時にアップする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 江戸川乱歩、『江戸川乱歩作品集１』、岩波文庫 (ISBN:4003118146) 

2. 江戸川乱歩、『江戸川乱歩作品集２』、岩波文庫 (ISBN:4003118154) 

3. 江戸川乱歩、『江戸川乱歩作品集３』、岩波文庫 (ISBN:4003118162) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川巧、金子明雄、川崎賢子ほか、2019、『江戸川乱歩の新世紀』、ひつじ書房 (ISBN:4894769719) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT315／文学講義 ３１５ 

(Lectures on Literature 315) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語史１ 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の歴史について、日本語研究の歴史を通して概観できるようになること。 

 

Students overview the history of Japanese through the history of Japanese language studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国語学史（日本語学史）について概説する中で、日本語の歴史が把握できるよう講義していく。具体的には、日本人が国語を表

記するようになった時期、すなわち漢字流入以降の歴史において、国語がどのように認識されて学問の対象となり、その学問が

どのような系譜を形作っていったのか、テーマごとに時代を追って理解することを目指す。国語学史を通して日本語史を学ぶこと

により、現代言語学の「新しさ」や「伝統性」を体感するとともに、現代では忘れられつつある文化、研究手法、そして価値観に思

いを馳せ、現代科学との再融合の可能性を探る。 

 

This course covers Japanese history through the history of Japanese language studies, specifically, during the period when 

Japanese began to write Japanese, that is, in the history since the influx of kanji, how Japanese language was recognized,  

became the subject of study, and the type of genealogy that study formed. The course aims to understand the era of each 

theme. By learning the history of Japanese through the history of Japanese linguistics, students can experience the "newness" 

and "traditionality" of modern linguistics and, at the same time, think about the cultures, research methods, and values  

forgotten in the modern era.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国語史と国語学史 

2. 古語と注釈 

3. 漢字学習の歴史 

4. 悉曇学史 

5. 五十音図の成立 

6. 音韻史 

7. 仮名遣いの成立 

8. 国学の形成 

9. 音韻研究史 

10. 文法研究史 

11. 文法史 

12. 辞書史 

13. 国語政策と日本語 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者の学習状況に応じて適宜補足しますが、「古典文法における動詞や助動詞の活用」「平安時代と室町時代と江戸時代の

前後関係」「各時代における権力の所在」といった基礎知識は前提のもとに話が進むことがあるので、高校レベルの日本史や国

語の知識が身に付いていない者は高校の教科書などを通読してくこと。留学生については、日本語教育で学んだ知識をよく復習

しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 木田章義（編）、2013、『国語史を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1596-2) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 馬渕和夫・出雲朝子、2007、『新装版 国語学史 日本人の言語研究の歴史』、笠間書院 (ISBN:978-4-305-60302-9) 

2. 築島裕・古田東朔、1973、『国語学史』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082002-8) 

3. 馬渕和夫、1993、『五十音図の話』、大修館書店 (ISBN:9784469220933) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT317／文学講義 ３１７ 

(Lectures on Literature 317) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
青木 慎一(AOKI SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

王朝文学における文の語られ方や王朝貴族にとっての文の役割を理解する.。 

 

Students learn how letters were depicted in Heian literature and develop understanding of the uses of letters among Heian 

aristocracy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

平安時代において、文（手紙）はさまざまな意味を担っていた。一口に文と言っても、贈る側・贈られる側・届ける者・内容・筆跡・

用紙・形式・状況など、実に多様な観点がある。王朝文学で文がいかに語られるかを概観することで、文に込められる意図・王朝

貴族の暮らしと文の関わりなどについて考察する.。 

 

Letters served many purposes during the Heian Dynasty. Much more than a single document, a letter includes the sender, the 

receiver, the messenger, the contents, the penmanship, the use of paper, the form, and the occasion, among numerous other 

aspects deserving consideration. Through a survey of letters in Heian literature, this course examines the connections between 

letters and the lifestyles of the Heian aristocracy including the letters’ implied intentions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文についての基礎知識・王朝文学史概略 

3. 懸想文と求婚―落窪物語・蜻蛉日記 

4. 懸想文と求婚―蜻蛉日記（続） 

5. 文の返却と離縁―貫之集・紫式部集 

6. 文を贈る機会―和泉式部日記 

7. 文が与える印象―源氏物語「末摘花」 

8. 子どもの記す文―源氏物語「初音」 

9. 文と筆跡―源氏物語「梅枝」 

10. 他人に見られる文―源氏物語「若菜下」 

11. 焼かれる文―源氏物語「幻」 

12. 文を運ぶ童―源氏物語「紅梅」 

13. 浮舟物語と文―源氏物語「浮舟」 

14. 浮舟物語と文―源氏物語「夢浮橋」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う作品の登場人物・人間関係は、予め把握しておいてもらいたい。授業内では歴史的知識や文化的な事柄にふれること

もあるので、知らない内容は後で調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントペーパー・受講態度(20%) 

コメントペーパーは毎時間終了前の２０分を使い、感想・気付いた点・疑問点等を記入してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小町谷照彦・倉田実編著、2011、『王朝文学文化歴史大事典』、笠間書院 (ISBN:9784305705655) 

2. 倉田実、2014、『王朝の恋と別れ―言葉と物の情愛表現』、森話社 (ISBN:9784864050708) 

3. 陣野英則、2016、『源氏物語論―女房・書かれた言葉・引用―』、勉誠出版 (ISBN:9784585291206) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業中の私語、途中退室等の行為に対しては厳しく対応する。 

・スマートフォン等については、辞書代わりの使用であっても認めない。   

・なお、授業で扱う作品は受講生の希望などを踏まえ、変更する場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT319／文学講義 ３１９ 

(Lectures on Literature 319) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学３ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における「歌ことば」の有り様を探求する。 

 

Students explore the way of "Waka" in The Tale of Genji. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「歌ことば」とは、和歌、引歌、歌語などの和歌的な言語のことである。『源氏物語』は「歌ことば表現」の宝庫である。伝統的な和

歌の言葉を散文の中に取り込んで詩的な表現をなしている『源氏物語』の諸相を探求する。 

 一方、『源氏物語』には、歌ことば表現が一切なく、散文表現によってびっしりと埋め尽くされている場面がある。歌ことば表現の

意味を探る一方で、なぜその場面には歌ことば表現がないのか、歌ことば表現と散文表現の違いとは何なのかを考えていきた

い。 

 

This course aims to explore various aspects of "The Tale of Genji," which incorporates traditional waka words in prose and 

creates poetic expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「歌ことば」とは 

3. 『源氏物語』における和歌（１） 

4. 『源氏物語』における和歌（２） 

5. 『源氏物語』における和歌（３） 

6. 『源氏物語』における引歌（１） 

7. 『源氏物語』における引歌（２） 

8. 『源氏物語』における引歌（３） 

9. 『源氏物語』における歌語（１） 

10. 『源氏物語』における歌語（２） 

11. 『源氏物語』における歌語（３） 

12. 歌ことば表現のない場面 

13. 歌ことば表現と散文表現 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』の様々な場面を取り上げるので、どの場面が出て来ても人物関係や全体における位置がわかるように、事前に『源

氏物語』の全体像を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

レポートは、自分で調べて自分で考えた、独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1719 - 

注意事項（Notice） 
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■AT321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT321／文学講義 ３２１ 

(Lectures on Literature 321) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
吉橋 さやか(YOSHIHASHI SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１４世紀～１７世紀にかけて作られた短編物語群であるお伽草子について、基礎的な知識や世界観を理解する。また、絵巻や絵

入り本についての理解も深める。 

 

The purposes of this course are to (1) obtain basic knowledge and understand the worldview of "Otogi-Zōshi," a short story 

group created sometime from the 14th to the 17th century; (2) deepen understanding of picture scrolls and picture books. 

 

授業の内容（Course Contents） 

お伽草子とは、中世から近世にかけて作られた、400 を超える短編物語群の総称であり、その多くは絵巻や絵入り本である。本

講義では、こうした物語群について各分類ごとに紹介する。そして各作品の内容や注目すべき点について解説する。登場人物や

舞台となる場所、物語のモチーフや展開、表現上の特徴、制作の背景など、様々な視点から各作品を読み解き、お伽草子の世

界観を明らかにしていく。 

 

"Otogi-Zōshi" is a collective term for more than 400 short stories from the Middle Ages to the early modern era. Many of them 

are picture scrolls and picture books. This course introduces these stories for each category. Then, the contents of each work 

and the points to note are explained. Each work is interpreted from various perspectives, such as characters and stage 

locations, motifs and developments of the story, features of expression, and background of the production, in order to clarify 

the world view of  "Otogi-Zōshi."  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （中間レポートについてのアナウンスも行う予定） 

2. お伽草子について 

3. 絵巻・絵入り本について① 

4. 絵巻・絵入り本について② 

5. 公家物語 

6. 僧侶・宗教物語 

7. 武家物語 

8. 庶民物語① 

9. 庶民物語② 

10. 異国・異郷物語 

11. 異類物語① 

12. 異類物語② 

13. その他の物語 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に紹介する作品や参考文献を読むこと。また、美術館や博物館などを訪れ、文化財や資料を目にする機会を持ってほし

い。その他、授業時に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/各回のリアクションペーパーの内容(30%)/中間レポート(20%) 

なお、2/3 以上の出席をしない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 



 - 1721 - 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT324／文学講義 ３２４ 

(Lectures on Literature 324) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学４ 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世の文学・芸能にあらわれるさまざまな伝承を、〈もの〉に注目しながら精読する．特定の〈もの〉に付随する象徴性と，それ

を支える事実と想像力を多角的に読み解き，そこから中世文学の特質を理解する．また，各伝承の担い手に注目したり，諸伝承

に共通した性質を見出したりすることで，文学が社会に及ぼしてきた力に関する理解を深める． 

 

The purposes of this course are to: (1) read deeply, focusing on certain items, various folklore appearing in both the literary and 

performing arts of the Japanese Middle Ages; (2) multi-directionally unravel the symbolism embedded in each specific item, as 

well as the various truths and imagination that supports this; (3) by the former, comprehend the special characteristics of 

Middle Age literature; and (4) deepen comprehension by focusing on the bearers of each piece of folklore and by  extracting 

common characteristics to illustrate the influence literature has on society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

中世に生み出されたさまざまな文芸やその周辺資料に収められた，さまざまな伝承を取りあげながら，その伝承の構造や表現方

法，異説がせめぎ合う実態などをていねいに読み解いていく．毎回，具体的なテーマを設定して講義を進め，受講生にはその内

容を踏まえたまとめを提出してもらう． 

 

While taking up the various folklore in both various collections of literature and peripheral materials created during the Middle 

Ages, careful reading with regard to various competing theories, among other concerns, addresses each folktale's structure and 

method of expression. Each meeting proceeds along a concrete theme of the course, and students  submit a summary based 

upon that content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ概説 

2. 中世の伝承世界へ 

3. 武具・刀剣――異類退治伝承から 

4. 兵書・兵法――「兵法秘術一巻書」と義経伝承 

5. 鐘――龍宮伝承から   

6. 楽器――秘曲伝授の伝承から 

7. 中間まとめ 

8. 鏡――神話から民間伝承まで 

9. 馬――名馬伝承から 

10. 骨――信仰と伝承 

11. 石と鉄――鉄人伝承から 

12. 樹木――巨木伝承から 

13. 家宝――家の歴史語り 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する作品・参考文献などを，各自の関心にしたがって読み進め，中間・期末レポートの執筆につなげること． 

レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

 

※「中間まとめ」の回には最終レポートに向けた課題設定や執筆要領などを示す． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/コメント(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリントを使用する． 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では古典の原文を用いて話を進める．資料を掲載したプリントを配布し，それに基づいて講義を進める．その他の注意事項

は初回の授業の際に伝えるので，気をつけること． 

 

注意事項（Notice） 
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■AT326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT326／文学講義 ３２６ 

(Lectures on Literature 326) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧２ 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『古今集』の恋歌を読むことを通して、和歌の特質についての理解を深める。 

 

The purpose of this course is for students to deepen their understanding of the characteristics of waka poetry by reading the 

poems made about love included in "Gosen syu". 

 

授業の内容（Course Contents） 

『古今集』は最初の勅撰和歌集である。『古今集』では、恋の歌は恋の進行に従って配列されている。この講義では、『古今集』の

恋一から恋五の巻に収められた歌を読み解く。初回と二回目の講義では、古典和歌と『古今集』について、恋歌に重点を置いた

概説を行う。その後は、巻の進行に従って読み進める。 

 

"Kokin shu" is the first imperial waka poetry collection. In "Kokin shu″the poems  about love were arranged according to 

the development of love.  In this course, students are expected to read the love poems included in the volumes from 'love 1' to 

'love 5' of  "Kokin shu".  The first and second sessions deal with outline lectures on the waka poems and "Kokin shu", 

focusing on love poems.  After these, students are required to progress to read through the volumes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 恋を詠んだ和歌について 

2. 『古今集』の恋歌について 

3. 『古今集』恋一の和歌を読む （１） 

4. 『古今集』恋一の和歌を読む （２） 

5. 『古今集』恋二の和歌を読む （１） 中間テスト第１回 

6. 『古今集』恋二の和歌を読む （２） 

7. 『古今集』恋三の和歌を読む （１） 

8. 『古今集』恋三の和歌を読む （２） 中間テスト第２回 

9. 『古今集』恋三の和歌を読む （３） 

10. 『古今集』恋四の和歌を読む （１） 

11. 『古今集』恋四の和歌を読む （２） 中間テスト第３回 

12. 『古今集』恋四の和歌を読む （３） 

13. 『古今集』恋五の和歌を読む （１） 

14. 『古今集』恋五の和歌を読む （２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義は、前回までの講義の理解を前提として行われる。したがって、十分な復習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト第１回(20%)/中間テスト第２回(20%)/中間テスト第３回(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT327／文学講義 ３２７ 

(Lectures on Literature 327) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧３ 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『古今集』の四季歌を読むことを通して、和歌の特質についての理解を深める。 

 

The purpose of this course is for students to deepen their understanding of the characteristics of waka poetry by reading the 

poems made about the nature and scenery included in "Kokin syu". 

 

授業の内容（Course Contents） 

『古今集』は最初の勅撰和歌集である。『古今集』では、四季の歌は季節の進行に従って配列されている。この講義では、『古今

集』の春・夏・秋・冬の巻に収められた歌を読み解く。初回と二回目の講義では、古典和歌と『古今集』について、四季の歌に重点

を置いた概説を行う。その後は、巻の進行に従って読み進める。 

 

"Kokin shu" is the first imperial waka poetry collection. In "Kokin shu″the poems  about the nature and scenery are 

arranged in the order of seasonal transition.  In this course, students are expected to read the seasonal poems included in the 

volumes of four seasons of  "Kokin shu".  The first and second sessions deal with outline lectures on the waka poems and 

"Kokin shu", focusing on poems of the four seasons.  After these, students are required to progress through to read the 

volumes.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 四季を詠んだ和歌について 

2. 『古今集』の四季歌について 

3. 『古今集』春部の和歌を読み解く （１）  

4. 『古今集』春部の和歌を読み解く （２） 

5. 『古今集』春部の和歌を読み解く （３） 中間テスト第１回 

6. 『古今集』春部の和歌を読み解く （４） 

7. 『古今集』夏部の和歌を読み解く （１） 

8. 『古今集』夏部の和歌を読み解く （２） 中間テスト第２回 

9. 『古今集』秋部の和歌を読み解く （１） 

10. 『古今集』秋部の和歌を読み解く （２） 

11. 『古今集』秋部の和歌を読み解く （３） 中間テスト第３回 

12. 『古今集』秋部の和歌を読み解く （４） 

13. 『古今集』冬部の和歌を読み解く （１） 

14. 『古今集』冬部の和歌を読み解く （２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義は、前回までの講義の理解を前提として行われる。したがって、十分な復習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト第１回(20%)/中間テスト第２回(20%)/中間テスト第３回(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT330／文学講義 ３３０ 

(Lectures on Literature 330) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本文学２ 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部生以外は抽選科目で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史に埋もれた仮名草子という文学ジャンルを掘り起こしてみましょう 

 

The aim of this course is to discover the literary genre Kana Zoshi, which has been buried in history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

仮名草子とは、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて作られた文学的な作品の総称です。この激動の時代に、いったいどん

な作品が作られたのでしょうか。仮名草子は、歴史に埋もれて、現在ではわずかな人しか知らないですが、江戸文学を形作った

重要な作品が少なくないので、しっかり学習しましょう。 

 

Kana Zoshi is a collective term for literary works created from the late Sengoku period to the early Edo period. What kind of 

work was made in this turbulent era? Kana Zoshi is buried in history, and only a few people know at the moment, but many 

important works have shaped Edo literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／授業内容と成績評価を概説する。 

2. 仮名草子について概説する。 

3. 仮名草子の時代背景と印刷文化について概観する。 

4. 仮名草子の作品群と作者について概観する。 

5. 仮名草子の研究史を概観する。 

6. 仮名草子の作品を読む（１）。 

7. 仮名草子の作品を読む（２）。 

8. 仮名草子の作品を読む（３）。 

9. 仮名草子の作品を読む（４）。 

10. 仮名草子の作品を読む（５）。 

11. 仮名草子と隣接諸学について概観する。 

12. 仮名草子とその後の江戸文学について概観する。 

13. 仮名草子の挿絵について概観する。 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に作品を読んでくること。事後に授業内容をまとめること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めず、授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神保五彌、1971、『日本古典文学全集 37』、小学館 (ISBN:4096570370) 

その他は授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT331／文学講義 ３３１ 

(Lectures on Literature 331) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代児童文学作品の読解を通じて、児童文学を読み解くための方法と批評的観点を学ぶ。  

 

Through the reading of modern and contemporary children's literature, students will learn methods and critical perspectives for 

reading and interpreting that literature.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 児童文学は子どものための文学である。しかし〈子ども〉は自明の存在ではなく、常に発見される社会的・歴史的な産物でもあ

る。その〈子ども〉のことを書く児童文学のなかには、同時代の社会状況に対する批評の可能性として、あるいは危機の表象とし

ての〈子ども〉がいる。 

 本講義では、児童文学の歴史を学びつつ、近代童話や現代児童文学の転換期といわれる 1970 年代以降の児童文学作品を

読み、児童文学というジャンルにおける〈子ども〉をめぐる文学的想像力について考察する。講義には演習の時間を設け、履修者

には作品に対する各自の解釈をもって積極的に授業に参加する姿勢を求める。 

 

 Children's literature is literature written for children. However, children are not self-evident entities, but rather are products of 

continually discovered society and history. In children's literature that writes about children, one finds children as potential for 

critiques of contemporary social conditions, or as representations of crisis. 

 While engaging in study of the history of children's literature, the lectures will read children's literary works beginning from the 

1970s, a time said to be a turning point in modern children's stories and contemporary children's literature, and will consider 

literary powers of imagination involving children, within the genre of children's literature. Time for exercises will be given in the 

lectures, and course takers will be required to take a stance of actively participating in each class with their own interpretations 

of the works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入――「児童文学」とはなにか 

2. 近代童話のはじまり 

3. 近代童話を読む①小川未明 

4. 「童心主義」時代の児童文学 

5. 近代童話を読む②宮沢賢治 

6. 近代童話とアニメーション 

7. 現代児童文学のはじまり 

8. 「タブーの崩壊」期の児童文学と〈子ども〉概念の歴史性 

9. 現代児童文学を読む①上野瞭 

10. 現代児童文学と社会：電話／異世代間のコミュニケーション 

11. 現代児童文学を読む②岩瀬成子 

12. 現代児童文学と社会：ダイエット、摂食障害 

13. 現代児童文学を読む③谷川俊太郎 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱うテキストについては基本的にコピーを配布または Blackboard にアップする。授業時間外に予習として精読してくるこ

と。 

テキストを含め授業で配布したプリントは Blackboardにアップする。欠席した場合も自らプリントを入手し、課題等の指示を確認

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート（３回）(60%)/授業内に指示した提出物(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内演習およびリアクションペーパーの内容 40%) 
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テキスト（Textbooks） 

本講義は講義形式を中心とするが、授業内容の理解度や作品に対する解釈をリアクションペーパーに記述する演習を行う。ま

た、受講者数によってはディスカッションやグループワークを行う予定である。積極的な受講態度を期待する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT332／文学講義 ３３２ 

(Lectures on Literature 332) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学２ 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

村上春樹とメディアミックスを学ぶ。 

世界的にも高く評価されている現代作家村上春樹について知見を深め、日本現代文学の課題を考える。 

 

Learn various examples of  Murakami Haruki and media mix 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学テクストと映像テクストとを交互に参照しながら、村上春樹の文学とメディアミックスについて考察する。 

キーワードは青春、ディスコミュニケーション、震災、身体、セクシュアリティ、ジェンダーなど。 

 

We will consider Murakami Haruki 's literature and media mix with reference to literary texts and films. 

Keywords include: Youth,  Earthquake, Gender,Sexuality 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「風の歌を聴け」を読む 

3. 「風の歌を聴け」を見る 

4. 「螢」を読む 

5. 「ノルウェイの森」映画を見る 

6. 「神の子どもたちはみな踊る」を読む 

7. 「神の子どもたちはみな踊る」を見る 

8. 「納屋を燃やす」を読む 

9. 「バーニング」を見る 

10. 「トニー滝谷」を読む 

11. 「トニー滝谷」を見る 

12. 「ハナレイ・ベイ」を読む 

13. 「ハナレイ・ベイ」を見る 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生はあらかじめテキストを読んでおく。 

授業時に出された「課題」を復習時にアップする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題提出など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村上春樹、『蛍・納屋を焼く』、新潮文庫 

2. 村上春樹、『神の子どもたちはみな踊る』、新潮文庫 

3. 村上春樹、『東京奇譚集』、新潮文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1733 - 

■AT334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT334／文学講義 ３３４ 

(Lectures on Literature 334) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学４ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 夏樹(YAMADA NATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の近現代文学の中・短編小説を読解し、描写や形式の意味を学び、またそれが描かれた時代の価値観などについて考察

していく。ただし、特定の作品や近現代文学だけに関心、視点を限定してしまうのではなく、最終的には、そうしたものを通して、常

に社会の様々な事象に対して疑問を持ち、自ら問いを立てていく姿勢自体を身に付けること自体を目標とする。 

 そして、授業の最後ではリアクションペーパーを提出するため、授業内容を学んだ上で、自身の考えを毎回根拠をもって述べら

れるようになることも目標とする。 

 

The aim of this course is to read and understand short stories in Chinese and modern Japanese literature. This course focuses 

on learning the meaning of the genre's description and form, and considering the values of the era in which it was described. 

However, students are not expected to limit their interests and viewpoints to specific works or modern literature. Ultimately, 

the goal is to acquire the attitude of always having a question about various social phenomena and framing a question by 

oneself through them. At the end of each class, students are expected to submit a reaction paper, so the goal for students is to 

be able to express their thoughts on the basis of what they have learned.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回特定の小説を扱い、その読解をしていく。 

 

In each class of this course, students are expected to work on a particular novel to read and understand it.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方・評価の方法など） 

2. 石川淳「焼跡のイエス」（1946 年）➀ 

3. 石川淳「焼跡のイエス」（1946 年）② 

4. 石川淳「焼跡のイエス」（1946 年）③ 

5. 芥川龍之介「あばばばば」（1923 年）➀ 

6. 芥川龍之介「あばばばば」（1923 年）② 

7. ヘルマン・ヘッセ著、高橋健二訳「少年の日の思い出」（１９３１年）① 

8. ヘルマン・ヘッセ著、高橋健二訳「少年の日の思い出」（１９３１年）② 

9. 伊坂幸太郎「終末のフール」（2004 年）➀ 

10. 伊坂幸太郎「終末のフール」（2004 年）② 

11. 伊坂幸太郎「終末のフール」（2004 年）③ 

12. 小川洋子「博士の愛した数式」（2003 年）➀ 

13. 小川洋子「博士の愛した数式」（2003 年）② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業内で取り上げる作品を、毎回、必ず事前に読み、自分なりの解釈を持って、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー（毎回の授業課題）(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業態度 15%リアクションペーパー,15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊坂幸太郎、2009 年、『終末のフール』、集英社 (ISBN:4087464431) 

2. 小川洋子、2005 年、『博士の愛した数式』、新潮社 (ISBN:4101215235) 
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 伊坂幸太郎「終末のフール」、小川洋子「博士の愛した数式」以外は、授業の中で、適宜、必要箇所を印刷して配布する。授業

で扱う回までに、必ず読んでくること。 

 また、芥川龍之介「あばばばば」は、著作権の切れた作品を無料で公開しているインターネットサイト「青空文庫」でも読むことが

できる。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３３５ 

(Lectures on Literature 335) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学５ 

担当者名 

（Instructor） 
乾 英治郎(INUI EIJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義テーマ「近現代日本のホラー＆ＳＦ」 

 

明治期からイチゼロ年代までのホラー小説およびＳＦ小説の系譜を辿ることにより、奇想と驚異に満ちた近現代文学史を構築す

ることを目標とします。 

 

Theme of lectures: "Modern and Contemporary Horror & Science Fiction in Japan" 

 

By tracing the genealogy of horror novels and science fiction novels from the Meiji period to the 2010s, the course aims to build 

a modern and contemporary literary history full of wonders and marvels. 

 

授業の内容（Course Contents） 

非日常的な世界を描く文学ジャンルであるホラーと SFの系譜を、明治から現代までの時間軸に沿って概観します。 

個々の作品が生まれた社会的・文化的背景など、多角的な視点からの考察を行います。 

ミステリー小説などの隣接する小説ジャンルや、映画・漫画・アニメといった文学以外のメディア作品にも、積極的に言及していき

ます。 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども活用する予定です。 

 

The course provides an overview of the genealogy of horror and science fiction, genres that describe extraordinary worlds, 

along a time line extending from the Meiji period to the present. 

From multifaceted perspectives, the course will consider the social and cultural backgrounds against which individual works 

were born. 

The course will make active references to adjacent genres of novel such as mystery novels, as well as media works in the areas 

of movies, comics, and animation. 

Classes will be in lecture format, using PowerPoint, video materials, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 明治篇（1）近代文学は「怪談」から始まった？（1900 年代） 

3. 明治篇（2）押川春浪の軍事 SF と森鴎外の反戦怪談(1910 年代） 

4. 大正編   芥川龍之介と谷崎潤一郎のモダン怪談(1920 年代） 

5. 昭和・戦前編 心霊科学とロボット（1930 年代）   

6. 昭和・戦中編 SF と戦争(1940年代） 

7. 昭和・戦後編（1）手塚治虫から「ゴジラ」まで（1950 年代） 

8. 昭和・戦後編（２）三島由紀夫のオカルトと SF（1960 年代） 

9. 昭和・戦後編（３）混沌の 1970年代 

10. 昭和・戦後編（４）「バブル」と「新冷戦」の 1980 年代 

11. 平成編（1）「共生」と「越境」の 1990 年代 

12. 平成編（2）「仮想現実」と「サバイヴ」の 2000 年代 

13. 平成編（3）抜け出せない「ループ」の 2010 年代  

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて講義内で指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/出席および授業参加度(20%) 

出席回数が 2／3に満たない場合は、成績評価の対象としません。 
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テキスト（Textbooks） 

特になし。 

必要な場合、Blackboard を通じて資料を配布する可能性もあります。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

必要に応じて講義内で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT336／文学講義 ３３６ 

(Lectures on Literature 336) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学６ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 潤(MAEDA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近現代文学と写真（視覚表象）との関わりについて学ぶ。写真技術の進展や撮影方法の変貌と関連する形で生み出され

た文学テクストを対象化し、文学が写真をどのように「語り」、写真が文学テクストをどのように「生み出した」のかを検討する。同

時に、写真をめぐる言説と文学テクストの距離について思考することを通じて、テクストを批評する豊かな言葉を獲得する。 

 

Students will learn about the relationship between Japanese modern/contemporary literature and photography (visual 

representations). Targeting literary texts produced in relation to advances in photographic technology and changes in 

photographic techniques,the course will consider how literature speaks of photographs,and how photos have generated literary 

texts. At the same time,by thinking about the distance between literary texts and discourse on photographs,students will 

acquire a rich vocabulary for criticizing texts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義は、すでにその歴史的な価値を認められた、また、その歴史的な価値を長らく看過されてきた写真をその都度掲示しな

がら、写真と文学テクストとの関わりについて考察を行ってゆくものである。 

 全講義を通じて議論したい点は以下の通り。 

１ 新聞紙面における写真の歴史的な役割について 

２ 死のメディアと言われる写真の位置と近代人の自意識との関わりについて 

３ 撮影環境の変遷と生活空間の変貌について 

４ 写真と「未来」という時制について 

５ 視覚表象の氾濫がもたらす存在論的な意味について 

 

These lectures will examine the relationship between photographs and literary texts,presenting photographs that have already-

recognized historical value or that have been long overlooked.  

Points to be addressed throughout the lectures are as follows. 

1 The historical role of photographs in newspapers. 

2 The relationship between the status of photographs,called"dead media",and the self-awareness of  

  modern people. 

3 Changes in the shooting environment and in people`s lifestyle spaces. 

4 Photographs and the tense called"future". 

5 The ontological significance brought about by a flood of visual representation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」（写真批評のベースとして） 

2. 日本の初期写真（職業写真師の登場） 

3. 夏目漱石の肖像（新聞写真の歴史） 

4. 漱石のいない写真（スナップショットの始まり） 

5. 大正文士と「顔」の露呈（芥川龍之介の写真） 

6. 御真影と殉死写真（陸軍大将乃木希典の遺影） 

7. 史上最も著名な報道写真（ロバート・キャパ「崩れ落ちる兵士」の秘密） 

8. キャパとゲルダの戦争報道写真（沢木耕太郎の推理） 

9. 日常を切り取る写真家たち（梅佳代を中心に） 

10. 日常を切り取る写真家たち（アンリ・カルティエ・ブレッソンを中心に） 

11. 災害報道と写真（３・１１の写真） 

12. 関東大震災の写真（写真絵葉書） 

13. 写真批評の射程（ノースタワーから落ちてゆく男性 ９・１１） 

14. 「国家」の起源をめぐる探索（３・４世紀古墳写真） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

単位修得のためには、７０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田 潤、２０１９、『漱石のいない写真―文豪たちの陰影』、現代書館 (ISBN:978-4-7684-5854-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT337／文学講義 ３３７ 

(Lectures on Literature 337) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学１ 

担当者名 

（Instructor） 
肥爪 周二(HIZUME SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の音声・音韻についての基本的な知識を身につけた上で、自身の内にある言語の法則性を客観的に分析する手法を習

得する。その法則性が不透明である場合、それを合理的に理解するための手段として、歴史的観点を導入する発想を身につけ

る。 

 

Students acquire basic knowledge of Japanese speech and phonology, and then learn a method of objectively analyzing the 

rules of the language within themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語において特徴的な振る舞いをする清濁（清音・濁音・半濁音）に関するさまざまな問題を検討する。日本語における清濁の

対立は、他言語に類例を指摘しがたい、奇妙な振る舞いをすることがある。しかし、日本語が世界の言語の一つである以上、そ

れはなにがしかの普遍性に基づいたものであるはずである。本講義では、現代語だけを見ていては解決できない問題について、

日本語史の各時代の資料を分析することにより、合理的に説明することを目指す。 

 

In this section, we will examine various issues related to turbidity (clear sound, muddy sound, semi-sounding sound) that 

behaves characteristically in Japanese. In particular, we aim to explain problems that cannot be solved by looking only at 

modern languages by analyzing materials from each era of Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―概念規定 

2. 清濁の音声史 

3. 清濁に関わる音配列則 

4. 現代語の連濁(和語） 

5. 漢字音の連濁 

6. 表記の歴史 

7. ガ行鼻濁音の歴史 

8. 連濁の起源① 

9. 連濁の起源② 

10. 龍麿の仮説 

11. ローゼンの法則 

12. ｍ音便の後の清濁 

13. 東北方言の母音無声化 

14. 用語の歴史 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日本語音韻史における、本講義で扱う清濁の問題以外のテーマについては、授業中に指示する参考資料等で自習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー（複数回）(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

必要なプリントを毎回授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也・肥爪周二他、2010、『日本語史概説』、朝倉書店 (ISBN:9784254515220) 

2. 肥爪周二、2019、『日本語音節構造史の研究』、汲古書院 (ISBN:9784762936395) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT338／文学講義 ３３８ 

(Lectures on Literature 338) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学２ 

担当者名 

（Instructor） 
肥爪 周二(HIZUME SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の音声・音韻についての基本的な知識を身につけた上で、自身の内にある言語の法則性を客観的に分析する手法を習

得する。その法則性が不透明である場合、それを合理的に理解するための手段として、歴史的観点を導入する発想を身につけ

る。 

 

Students acquire basic knowledge of Japanese speech and phonology, and then learn a method of objectively analyzing the 

rules of the language within themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語において特徴的な分布を示す拗音（開拗音・合拗音）に関するさまざまな問題を検討する。外来語音として出発した拗音

は、次第に和語にも侵食してゆくことになるが、その過程において、さまざまな問題を日本語に引き起こした。本講義では、現代語

だけを見ていては解決できない諸問題を、歴史的な観点から合理的に捉え直すことを目指す。 

 

This lecture examines various problems related to the reverberation that has a characteristic distribution in Japanese. The 

murmur that started out as a foreign language sound gradually eroded into Japanese, but in the process caused various 

problems in Japanese. In this lecture, we will consider historical issues that cannot be solved by looking only at modern 

languages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―概念規定 

2. 拗音の分布の偏り 

3. 拗音表記の歴史 

4. 用語の歴史 

5. 漢字音（呉音・漢音）と拗音 

6. 語種から見た拗音 

7. サ行拗音の諸問題 

8. ア段拗音の分布 

9. ウ段拗音の分布 

10. 唇音と拗音の共起制限 

11. 拗音と韻尾の共起制限 

12. 合拗音の諸問題 

13. サ行開拗音とカ行合拗音の相似 

14. 拗長音化をめぐって 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日本語音韻史における、本講義で扱う直拗の問題以外のテーマについては、授業中に指示する参考資料等で自習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

必要なプリントを毎回授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也・肥爪周二他、2010、『日本語史概説』、朝倉書店 (ISBN:9784254515220) 

2. 肥爪周二、2019、『日本語音節構造史の研究』、汲古書院 (ISBN:9784762936395) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1743 - 

■AT339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT339／文学講義 ３３９ 

(Lectures on Literature 339) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学３ 

担当者名 

（Instructor） 
三好 伸芳(MIYOSHI NOBUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の名詞句および連体修飾構造に関する基本的な概念を理解する。 

 

The aim of this course is to help students acquire basic concepts about noun phrases and adnominal constructions in Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

名詞句はどのような環境に現れるかによってさまざまな解釈を持っている。例えば、「イヌが歩いている」という文と「イヌが好きだ」

という文における「イヌ」は、同じ「イヌ」という名詞でも異なった意味を持っている。すなわち、「イヌが歩いている」の「イヌ」は特定

的な「あるイヌ」と解釈されるのに対し、「イヌが好きだ」の「イヌ」は、不特定的な「イヌ全般」と解釈される。この授業では、日本語

の名詞句に見られる現象を観察することで、言語に対する理解を深める。 

 

Noun phrases have various interpretations depending on the environment in which they appear. For example, in the two 

sentences “Dogs are walking” and “I like dogs,” “dogs” in each sentence have different meanings. In other words, “dogs” in 

“Dogs are walking” is interpreted as “certain dogs,” “dogs” in “I like dogs” is interpreted as “general dogs.” In this course, 

students will develop their understanding of language by the observation of phenomena found in Japanese noun phrases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 言語学的アプローチとはどのようなものか 

2. 名詞句の指示性 

3. 相対名詞の振る舞い 

4. 固有名詞の振る舞い 

5. コピュラ文と名詞句の解釈 

6. 存在文と名詞句の解釈 

7. 述語の意味と名詞句の解釈 

8. 「内の関係」と「外の関係」 

9. 制限的修飾と非制限的修飾 

10. 制限的修飾のさまざまなタイプ 

11. 「NP1 の NP2」の意味 

12. 連体修飾と焦点 

13. 量化表現 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で紹介した文献等を読んでくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(10%)/課題提出物(20%) 

開講時数の 2/3 以上の出席を必須とする。 2020.5.18 付変更【変更前】レポート試験：90%、授業への参加態度：10% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT340／文学講義 ３４０ 

(Lectures on Literature 340) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学４ 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 久美子(SATO KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語諸方言における多様な言語現象とその分析方法を学び、言語学の基礎知識を習得する。 

 

This course helps students acquire the basic knowledge of linguistics by studying linguistic phenomenon in Japanese dialects 

and their analysis methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

音声と文法に焦点を当て、様々な方言のデータを観察することで、日本語の多様性を理解する。また、標準語や世界の言語に照

らし、言葉の仕組みを考察する。 

 

This course will give you an understanding of language variations in Japanese with a main focus on sound and grammar by 

examining interesting examples in Japanese dialects. It will also compare several Japanese dialects with other languages in the 

world (including standard Japanese) and explore the general mechanism of language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「方言」とは 

2. 方言へのアプローチ（１）：社会における機能を探る 

3. 方言へのアプローチ（２）：ことばの仕組みを探る 

4. 音声：母音と子音の体系 

5. 音声：アクセント体系の分類 

6. 音声：文タイプや発話態度と関連する文末イントネーション 

7. 音声：強調と卓立 

8. 方言調査の方法（１）：インタビュー調査 

9. 語彙：概念と語形の結びつき 

10. 文法：助詞のバリエーションと「省略」 

11. 文法：アスペクト／可能 

12. 言語行動：挨拶や依頼と言語表現 

13. 方言調査の方法（２）：コーパスを使った調査 

14. まとめと補足 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テスト(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (コメントペーパー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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■AT342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT342／文学講義 ３４２ 

(Lectures on Literature 342) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学６ 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校から高等学校までの国語科における諸問題について、課題解決の糸口として日本語学的アプローチをとることの意義に

ついて理解し、実際に課題解決の方向性を探ることができるようになること。 

 

This course aims for students to understand the significance of taking a Japanese linguistics approach as a clue to solving 

problems in Japanese language subjects from elementary to high school and to be able to actually explore the direction of 

problem solving. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の基礎的知識について、学校教育における学習内容を通してその意義を確認していくものである。「ヘボン式の方が正

しいのに、小学校ではなぜローマ字で『ふ』を『hu』と書かせるのか」「五十音図で『ん』が飛び出ているのはなぜか」「昔の人は濁

点や句読点がないのになぜ困らなかったのか」「濁点の付かない仮名に無理矢理濁点を付けたらどんな音になるのか」「よい和

歌とは何か」等々、ちょっと国語が得意な小学生が抱く素朴な（そしてその多くが高校を卒業しても解決されない）疑問に対して、

日本語学的視点を導入することの有効性を示す。基本的に講義形式で行うが、適宜受講生から意見を聞くことがある。国語が苦

手だった者や国語が得意だった者、高校までの国語の授業で解消されていない疑問がある者等々、幅広い層の受講を歓迎す

る。 

 

We show the effectiveness of introducing a linguistic viewpoint to the simple questions (and many of them cannot be solved 

even after graduating from high school) held by elementary school students who are good at Japanese: "Why does 'n' jump out 

in the Japanese syllabary?" "What kind of sound results if you put a voice mark on a kana without a voice mark?"  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 部首 

2. 漢字の読み方 

3. 仮名 

4. 五十音 

5. 記号 

6. ローマ字 

7. 仮名遣い 

8. 語構成 

9. 品詞 

10. 助動詞 

11. 係り結び 

12. 敬語 

13. 慣用句 

14. 和歌 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

専門的な予習は特に必要ないが、各回で扱う内容を中心に、高校までに学んできた国語科の授業について具体的に思い出し、

疑問点をピックアップしておくこと。復習では、授業で示した参考文献やプリントをよく読み込んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 沖森卓也・木村一・木村義之・陳力衛・山本真吾（編）、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 

2. 沖森卓也・笹原宏之・常盤智子・山本真吾、2011、『図解日本の文字』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36480-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT344／文学講義 ３４４ 

(Lectures on Literature 344) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学２ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和本の実物に触れ，書誌調査の基礎を習得する。 

 

This course aims for students to encounter actual traditional Japanese books and to learn the basics of bibliographical 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

和本の特徴や近世出版メディアの概略について解説したのち，くずし字解読演習，和本のうち特に版本の現物を用いた書誌学実

習をくりかえし行う。書誌学の基本を学ぶとともに，近世のさまざまなジャンルの文学作品を翻刻・調査することにより，ジャンル毎

の特徴や造本形式の違いについても理解する。（2019 年度「文学講義３４３とは異なる作品を扱う。 

 

After the instructor explains characteristics of traditional Japanese books and an overview of early modern printing media, 

students practice deciphering writing in running form characters and repeat bibliographical exercises using traditional Japanese 

books, especially actual woodblock-printed versions. In addition to studying the basics of bibliography, students learn about 

genre-specific characteristics and differences in bookbinding formats through reprinting and researching literary works from 

various early modern genres. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法等について） 

2. 近世版本のさまざま―講義 

3. くずし字解読の方法について―講義 

4. くずし字解読演習１ 

5. くずし字解読演習２ 

6. くずし字解読演習３ 

7. くずし字解読演習４ 

8. くずし字解読演習５ 

9. 資料検索・閲覧の方法と書誌のとり方１―講義 

10. 資料検索・閲覧の方法と書誌のとり方２―講義 

11. 書誌学実習１ 

12. 書誌学実習２ 

13. 書誌学実習３ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配付するプリントを熟読する。配付プリントにより、くずし字解読の予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/くずし字テスト(40%)/書誌カードの作成(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時に適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣庭基介・長友千代治、1998、『日本書誌学を学ぶ人のために』、世界思想社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT345／文学講義 ３４５ 

(Lectures on Literature 345) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献解読１ 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『無名抄』の講読を通じて、日本の文学と歴史の認識を深めることを目的とする。 

『無名抄』の成立した、鎌倉時代初期の時代相を背景とし、その前に位置する平安時代末から鎌倉時代の和歌に関する言説を通

じて、その時代の和歌文学についての理解を目指す。 

 

The aim is to deepen the understanding of Japanese literature and history through the reading of "Mumyosho". 

With the background of the early phase of the Kamakura era, when "Mumyosho" was established, we aim to understand the 

Waka literature of the era through discourses about Waka from the end of the Heian era to the Kamakura era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

鴨長明、といえば『方丈記』のイメージが強いと思うが、実は、長明は生きていた当時は、歌人として著名な存在であった。その歌

人としての長明の姿をよく現した作品が『無名抄』である。平安時代末、院政期から鎌倉時代初期にかけて活躍した、鴨長明の和

歌に関する聞き書きである『無名抄』の講読を通じて、和歌の歴史を知り、その時代背景を同時に見ていきたいと思う。 

 

Speaking of Kamo no Nagaakiara, I think he had a strong image of Hojoki, but in fact, when he was alive, he was a famous poets. 

"Mumyosho" is a work that clearly shows Nagaaki's appearance as a poet. At the end of the Heian period, during the period 

from the shogunate period to the early Kamakura period, I would like to learn about the history of waka and read the background 

of the period at the same time by reading "Mumyosho", a written and written version of Kamo no Nagaakira's waka. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに ― 文学史と歴史の時代区分 

2. 『無名抄』作者、鴨長明とその伝記 

3. 『無名抄』の成立 ─ その契機 

4. 『無名抄』講読 ①  

5. 『無名抄』講読 ② 

6. 『無名抄』講読 ③ 

7. 『無名抄』講読 ④ 

8. 『無名抄』講読 ⑤ 

9. 『無名抄』講読 ⑥ 

10. 『無名抄』講読 ⑦ 

11. 『無名抄』講読 ⑧ 

12. 『無名抄』講読 ⑨ 

13. 『無名抄』講読 ⑩ 

14. おわりに ―『無名抄』とは 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中学・高校までの「日本史」の教科書の、特に鎌倉時代までについて、復習してくること。事前に予告するので、講読する予定の

章段については、予習してくることが望ましい。また『国語便覧』なども、あれは通覧してくることが望ましい。また、テキスト・配布

資料には積極的にメモを残すように。それが、最終的な知識向上に繋がる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/受講態度(30%) 

漫然と、話を「聞く」のではなく、手を動かしながら講義を「聴く」こと。そしてテキストを「読む」こと。Blackboard（Bb）の「掲示板」へ

の、書き込み（感想）・疑問点への質問、またはメールで寄せられた、同様のコメント・質問などについて、これらを評価基準（受講

態度）とする。                                                                        

2020 年 5 月 5 日付変更【変更前】成績評価方法・基準：平常点 100％（最終テスト 40％、小テスト 40％、受講態度 20％）、 備考

欄：とにかく、手を動かしながら講義を「聴く」こと。リアクションペーパーへのコメントも評価基準とする。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 久保田淳、2013、『無名抄』、角川学芸出版 (ISBN:987-4044001117) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT403／文学講義 ３０３ 

(Lectures on Literature 303) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代３ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物語文学の最高峰『源氏物語』の成立までの平安文学の歴史の流れを理解する。 

 

Students will understand the historical flow of Heian period literature up to the creation of Genji Monogatari (The Tale of Genji), 

the peak of narrative literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 平安初期、漢文学が重視されているなか、次第に日本文化が再認識されるようになると、仮名の発達も相俟って、それまで埋も

れていた和歌が復興する。『古今和歌集』の誕生である。その後、実在の人物の和歌を核とした歌物語や私家集、創作的な作り

物語、日記や随筆文学などを経て、平安中期、『源氏物語』が成立する。 

 『源氏物語』成立までの平安文学の歴史の流れを概説する。 

 

 Amid an emphasis on classical Chinese studies in the early Heian period, Japanese culture gradually came under a renewed 

recognition. Together with the development of kana, the dormant art of waka was reconstructed. This marked the birth of the 

Kokin Wakashu anthology of waka. Subsequently, through poetic tales centered on waka poems concerning existing persons, as 

well as individual anthologies, creative fiction, diaries, and essay literature, Genji Monogatari came into being in the middle part 

of the Heian period. 

 The course will outline the flow of the history of Heian period literature up to Genji Monogatari. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢詩文の隆盛 

2. 『古今和歌集』――和歌の復興 

3. 歌物語――『伊勢物語』 

4. 私家集――『伊勢集』など 

5. 作り物語――『竹取物語』など 

6. 日記文学――『土佐日記』『蜻蛉日記』 

7. 『枕草子』の輝き（１） 

8. 『枕草子』の輝き（２） 

9. 『源氏物語』の達成（１） 

10. 『源氏物語』の達成（２） 

11. 『源氏物語』の達成（３） 

12. 『源氏物語』の達成（４） 

13. 『源氏物語』以降 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、作品の本文を読むことに多くの時間を割くつもりではあるが、授業で読むことができるのはその作品のほんの一部にし

かすぎないので、興味を持った作品については自分でどんどん読んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

レポートは、自分で調べて自分で考えた、独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT404／文学講義 ３０４ 

(Lectures on Literature 304) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代４ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探究し、文学史の流れの中に『源氏物語』があることを理解する。 

 

The course will investigate citations of prior literature in Genji Monogatari, to understand the tale’s presence within the flow of 

literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』は、和歌や漢詩や物語などの先行文学作品を引用して己が血肉としている。引用表現に導かれた読者は、『源氏

物語』の背後に先行文学作品の世界を重ね合わせ、両者の共通点と相違点を感じ取ったり、新しく生まれてくる意味を読み取っ

たりしながら、『源氏物語』独自の世界を鑑賞することとなる。 

 本講義では、『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探ることによって、『源氏物語』から振り返って見える文学史の風

景を照らし出す。 

 

 Genji Monogatari is related to prior literary works such as waka, Chinese poetry, and tales, through its citations of these. 

Guided by the cited representations, readers gain appreciation of the unique world of Genji Monogatari, superimposing the world 

of the prior literary works that lie behind it, feeling the common points and differences among these, and reading the meanings 

that emerge. 

 The course will shed light on the landscape of literary history made visible in retrospect from Genji Monogatari, by exploring 

the nature of the citations of prior literature in the tale. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（１） 

3. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（２） 

4. 『源氏物語』における引歌（１） 

5. 『源氏物語』における引歌（２） 

6. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（１） 

7. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（２） 

8. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（３） 

9. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（１） 

10. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（２） 

11. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（３） 

12. 『源氏物語』における『篁物語』引用（１） 

13. 『源氏物語』における『篁物語』引用（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』以前の文学史の流れを把握しておくこと。先行文学作品として授業で取り上げる「長恨歌」、『竹取物語』、『伊勢物

語』、『篁物語』については、あらかじめ読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

レポートは、自分で調べて自分で考えた、独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT406／文学講義 ３０６ 

(Lectures on Literature 306) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世２ 

担当者名 

（Instructor） 
目黒 将史(MEGURO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世という時代背景を探り、古代から近世へつながる間の文化や思想を文芸作品から考察する。中世とはいかなる時代なのか、

個々人で考える力を身につける。様々な作品を扱うことにより、作品間の諸相の読み解く方法を理解する。異域をめぐる言説から

日本像を問い直す。 

 

The course will explore the background to the Middle Ages, and through literary arts will consider the culture and thought that 

connect ancient times to early modern times. Students will acquire the power to individually consider the nature of the Middle 

Ages as an era. By taking up various works, students will understand methods for deciphering various aspects of the works. The 

course will rethink the image of Japan through discourses spanning different areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世に語られ、広まった説話世界を、説話集、お伽草子を中心に読み解き、紐解いていく。講義は作品に関する概説を行ってか

ら、内容を読解していく。絵巻などの絵画資料も取り扱う。 

地獄などの異界や琉球、蝦夷などの異国の物語を読み解き、異国・異界・境界を超えた世界に渡る人々の物語から異域認識を

考えていく。 

 

The course ill decipher and unravel the narrative world of the Middle Ages, with a focus on narrative anthologies and otogi-zoshi 

medieval illustrated short stories. The course will provide an overview of works, then decipher their content. Scrolls and other 

illustrated materials will also be used. 

Students will read and interpret stories about other worlds such as Hell and stories from other lands such as Ryukyu, and will 

consider the perceptions of other areas as seen in the stories of people who have crossed borders into other countries or other 

worlds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―中世の説話世界― 

2. 説話を考える―『今昔物語集』を読む―１ 

3. 説話を考える―『今昔物語集』を読む―２ 

4. 竹取説話を読む１ 

5. 竹取説話を読む２ 

6. 竹取説話を読む３ 

7. 〈異域〉に赴く人々１ 

8. 〈異域〉に赴く人々２ 

9. 〈異域〉に赴く人々３ 

10. 〈異域〉に赴く人々４ 

11. 地獄をめぐる人々１ 

12. 地獄をめぐる人々２ 

13. 地獄をめぐる人々３ 

14. 地獄をめぐる人々４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに読んだことのある日本の古典作品について、どのような資料だったかを再確認しておく。今読んでいるテキストがどの

ような性格のものなのかを意識して読解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のコメント、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 小峯和明、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082624) 

2. 小峯和明、2013、『日本文学史 古代・中世編』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623064496) 

3. 松田浩ほか、2017、『古典文学の常識を疑う』、勉誠出版 (ISBN:9784585291473) 

4. 松田浩ほか、2019、『古典文学の常識を疑うⅡ』、勉誠出版 (ISBN:9784585291831) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT419／文学講義 ３１９ 

(Lectures on Literature 319) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学３ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における「歌ことば」の有り様を探求する。 

 

Students explore the way of "Waka" in The Tale of Genji. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「歌ことば」とは、和歌、引歌、歌語などの和歌的な言語のことである。『源氏物語』は「歌ことば表現」の宝庫である。伝統的な和

歌の言葉を散文の中に取り込んで詩的な表現をなしている『源氏物語』の諸相を探求する。 

 一方、『源氏物語』には、歌ことば表現が一切なく、散文表現によってびっしりと埋め尽くされている場面がある。歌ことば表現の

意味を探る一方で、なぜその場面には歌ことば表現がないのか、歌ことば表現と散文表現の違いとは何なのかを考えていきた

い。 

 

This course aims to explore various aspects of "The Tale of Genji," which incorporates traditional waka words in prose and 

creates poetic expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「歌ことば」とは 

3. 『源氏物語』における和歌（１） 

4. 『源氏物語』における和歌（２） 

5. 『源氏物語』における和歌（３） 

6. 『源氏物語』における引歌（１） 

7. 『源氏物語』における引歌（２） 

8. 『源氏物語』における引歌（３） 

9. 『源氏物語』における歌語（１） 

10. 『源氏物語』における歌語（２） 

11. 『源氏物語』における歌語（３） 

12. 歌ことば表現のない場面 

13. 歌ことば表現と散文表現 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』の様々な場面を取り上げるので、どの場面が出て来ても人物関係や全体における位置がわかるように、事前に『源

氏物語』の全体像を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

レポートは、自分で調べて自分で考えた、独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT421／文学講義 ３２１ 

(Lectures on Literature 321) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
吉橋 さやか(YOSHIHASHI SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１４世紀～１７世紀にかけて作られた短編物語群であるお伽草子について、基礎的な知識や世界観を理解する。また、絵巻や絵

入り本についての理解も深める。 

 

The purposes of this course are to (1) obtain basic knowledge and understand the worldview of "Otogi-Zōshi," a short story 

group created sometime from the 14th to the 17th century; (2) deepen understanding of picture scrolls and picture books. 

 

授業の内容（Course Contents） 

お伽草子とは、中世から近世にかけて作られた、400 を超える短編物語群の総称であり、その多くは絵巻や絵入り本である。本

講義では、こうした物語群について各分類ごとに紹介する。そして各作品の内容や注目すべき点について解説する。登場人物や

舞台となる場所、物語のモチーフや展開、表現上の特徴、制作の背景など、様々な視点から各作品を読み解き、お伽草子の世

界観を明らかにしていく。 

 

"Otogi-Zōshi" is a collective term for more than 400 short stories from the Middle Ages to the early modern era. Many of them 

are picture scrolls and picture books. This course introduces these stories for each category. Then, the contents of each work 

and the points to note are explained. Each work is interpreted from various perspectives, such as characters and stage 

locations, motifs and developments of the story, features of expression, and background of the production, in order to clarify 

the world view of  "Otogi-Zōshi."  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （中間レポートについてのアナウンスも行う予定） 

2. お伽草子について 

3. 絵巻・絵入り本について① 

4. 絵巻・絵入り本について② 

5. 公家物語 

6. 僧侶・宗教物語 

7. 武家物語 

8. 庶民物語① 

9. 庶民物語② 

10. 異国・異郷物語 

11. 異類物語① 

12. 異類物語② 

13. その他の物語 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に紹介する作品や参考文献を読むこと。また、美術館や博物館などを訪れ、文化財や資料を目にする機会を持ってほし

い。その他、授業時に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/各回のリアクションペーパーの内容(30%)/中間レポート(20%) 

なお、2/3 以上の出席をしない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT430 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT430／文学講義 ３３０ 

(Lectures on Literature 330) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本文学２ 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史に埋もれた仮名草子という文学ジャンルを掘り起こしてみましょう 

 

The aim of this course is to discover the literary genre Kana Zoshi, which has been buried in history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

仮名草子とは、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて作られた文学的な作品の総称です。この激動の時代に、いったいどん

な作品が作られたのでしょうか。仮名草子は、歴史に埋もれて、現在ではわずかな人しか知らないですが、江戸文学を形作った

重要な作品が少なくないので、しっかり学習しましょう。 

 

Kana Zoshi is a collective term for literary works created from the late Sengoku period to the early Edo period. What kind of 

work was made in this turbulent era? Kana Zoshi is buried in history, and only a few people know at the moment, but many 

important works have shaped Edo literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／授業内容と成績評価を概説する。 

2. 仮名草子について概説する。 

3. 仮名草子の時代背景と印刷文化について概観する。 

4. 仮名草子の作品群と作者について概観する。 

5. 仮名草子の研究史を概観する。 

6. 仮名草子の作品を読む（１）。 

7. 仮名草子の作品を読む（２）。 

8. 仮名草子の作品を読む（３）。 

9. 仮名草子の作品を読む（４）。 

10. 仮名草子の作品を読む（５）。 

11. 仮名草子と隣接諸学について概観する。 

12. 仮名草子とその後の江戸文学について概観する。 

13. 仮名草子の挿絵について概観する。 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に作品を読んでくること。事後に授業内容をまとめること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めず、授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神保五彌、1971、『日本古典文学全集 37』、小学館 (ISBN:4096570370) 

その他は授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT431／文学講義 ３３１ 

(Lectures on Literature 331) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代児童文学作品の読解を通じて、児童文学を読み解くための方法と批評的観点を学ぶ。  

 

Through the reading of modern and contemporary children's literature, students will learn methods and critical perspectives for 

reading and interpreting that literature.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 児童文学は子どものための文学である。しかし〈子ども〉は自明の存在ではなく、常に発見される社会的・歴史的な産物でもあ

る。その〈子ども〉のことを書く児童文学のなかには、同時代の社会状況に対する批評の可能性として、あるいは危機の表象とし

ての〈子ども〉がいる。 

 本講義では、児童文学の歴史を学びつつ、近代童話や現代児童文学の転換期といわれる 1970 年代以降の児童文学作品を

読み、児童文学というジャンルにおける〈子ども〉をめぐる文学的想像力について考察する。講義には演習の時間を設け、履修者

には作品に対する各自の解釈をもって積極的に授業に参加する姿勢を求める。 

 

 Children's literature is literature written for children. However, children are not self-evident entities, but rather are products of 

continually discovered society and history. In children's literature that writes about children, one finds children as potential for 

critiques of contemporary social conditions, or as representations of crisis. 

 While engaging in study of the history of children's literature, the lectures will read children's literary works beginning from the 

1970s, a time said to be a turning point in modern children's stories and contemporary children's literature, and will consider 

literary powers of imagination involving children, within the genre of children's literature. Time for exercises will be given in the 

lectures, and course takers will be required to take a stance of actively participating in each class with their own interpretations 

of the works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入――「児童文学」とはなにか 

2. 近代童話のはじまり 

3. 近代童話を読む①小川未明 

4. 「童心主義」時代の児童文学 

5. 近代童話を読む②宮沢賢治 

6. 近代童話とアニメーション 

7. 現代児童文学のはじまり 

8. 「タブーの崩壊」期の児童文学と〈子ども〉概念の歴史性 

9. 現代児童文学を読む①上野瞭 

10. 現代児童文学と社会：電話／異世代間のコミュニケーション 

11. 現代児童文学を読む②岩瀬成子 

12. 現代児童文学と社会：ダイエット、摂食障害 

13. 現代児童文学を読む③谷川俊太郎 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱うテキストについては基本的にコピーを配布または Blackboard にアップする。授業時間外に予習として精読してくるこ

と。 

テキストを含め授業で配布したプリントは Blackboardにアップする。欠席した場合も自らプリントを入手し、課題等の指示を確認

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート（３回）(60%)/授業内に指示した提出物(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (授業内演習およびリアクションペーパーの内容 40%) 
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テキスト（Textbooks） 

本講義は講義形式を中心とするが、授業内容の理解度や作品に対する解釈をリアクションペーパーに記述する演習を行う。ま

た、受講者数によってはディスカッションやグループワークを行う予定である。積極的な受講態度を期待する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1768 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1769 - 

■AT514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1770 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1771 - 

■AT515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1772 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1773 - 

■AT516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1774 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1775 - 

■AT517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1776 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1777 - 

■AT518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1778 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1779 - 

■AT521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1780 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1781 - 

■AT522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1782 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1783 - 

■AT524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1784 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1785 - 

■AT525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1786 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1787 - 

■AT526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1788 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1789 - 

■AT527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1790 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1791 - 

■AT528 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1792 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1793 - 

■AT529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1794 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1795 - 

■AT781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 1796 - 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1797 - 

■AT783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT783／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT786／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ａ 

(Introductory Seminars F1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テクスト読解・アカデミックライティングの基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説・批評・評論などさまざまなタイプの文章を読解する力を身につける 

大学での基本的なレジュメの作成、発表や討論の仕方を身につける 

アカデミックな文章の書き方を学ぶ 

 

Acquire the ability to read various types of texts, such as novels, criticism and essays. 

Learn how to create and present resumes and to discuss in an appropriate manner. 

Learn how to write a academic paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、大学での勉学の土台を作るために、小説・批評・評論などさまざまなタイプの文章を読解し、自分自身でアカデミッ

クな「批評」の文章が書けることを目指します。 

毎回、課題文を提示しますので（基本的にコピーを配布します）、それを読解し、レジュメを作り、それをもとに議論をするという形

式をとります。 

授業の成果として、最終レポートを完成させます。 

 

In this course, students will read various types of texts, such as novels, criticism, and essays. You are required at the end to 

write academic text by yourself so that you can built a foundation for studying at university. 

Each time, you will have a text for reading; you are asked to make a resume, and to have a discussion based on it. 

You have to complete a final report as a result of all the lessons. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 図書館講習 

3. 発表とディスカッション 

4. 発表とディスカッション 

5. 発表とディスカッション 

6. 発表とディスカッション 

7. 発表とディスカッション 

8. 中間レポート講評 

9. 発表とディスカッション 

10. 発表とディスカッション 

11. 最終レポート構想発表 

12. 最終レポート構想発表 

13. 最終レポート構想発表 

14. 最終レポート講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題文を読んでくる。レジュメ担当者はレジュメを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(20%)/発表(30%)/授業への参加（討論・提出物）(20%) 

四分の一以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

基本的にコピーを配布します。購入が必要なものは別途指示します。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｂ 

(Introductory Seminars F1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
さまざまな批評 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな批評を読み，文学作品などさまざまな対象を分析・批評する方法を学ぶ。 

発表・討論を通じて，アカデミックな場でのコミュニケーション能力を高める。 

図書館その他大学施設を利用して勉学する方法を習得する。 

論文形式の文章で自らの考察を表現する。 

 

Read many different critiques and learn techniques for critically analyzing various target texts such as literary works. 

Improve one’s academic communication skills through presentations and debates. 

Use libraries and other university facilities to learn study techniques. 

Express one’s own thoughts in essay format. 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな批評文を取り上げて精読する。批評は必ず対象があるので，その対象と合わせて理解に努めることにより，単なる感

想ではない分析・批評の方法論を学んでいく。 

大学の勉学全体に通じる導入的な回のあとは，担当者の発表とそれを受けての教室での討論により進行する。最後に，自らの

批評実践の成果として約 4000字のレポートを提出する。 

 

Thoroughly cover various written critiques via intensive reading. Critiques always have a target. Therefore, by working to 

understand critiques in conjunction with their targets, we will learn critical analysis methods that go beyond simple impressions. 

After the introductory classes that look at university studies in general, classes will proceed with presentations from assigned 

students and classroom discussions based on material presented. As an outcome of carrying out their own critiques, students 

will submit a report of around 4,000 characters at the end of this lecture series. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 図書館講習 

3. Blackboardについて，授業でのレジュメ作成について 

4. 発表と討論（１） 

5. 発表と討論（２） 

6. 発表と討論（３） 

7. 発表と討論（４） 

8. レポートについて（１） 

9. 発表と討論（５） 

10. 発表と討論（６） 

11. 発表と討論（７） 

12. 発表と討論（８） 

13. レポートについて（２） 

14. 総括，最終レポート相談 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表はグループ発表が基本。メンバーで事前に打ち合わせをしながら，要求された内容のレジュメを作成して発表を行うこと。 

発表グループ以外の参加者は，その回のテキストについて各自予習してくること。予習メモの提出を加算材料とする。 

宿題を課した場合にはそれに応じて提出物を作成，提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/授業参加度（討論参加，提出物についてポイントを加算）(40%) 

各要素は必須とする。四分の一以上の欠席は不合格とする。 
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テキスト（Textbooks） 

基本的にコピーを配付する。購入が必要な場合は授業開始後に別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

提出物の受付等に Blackboardを用いる。授業内でも使い方の初歩的な解説を行う予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｃ 

(Introductory Seminars F1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に日本文学の代表作を評論とともに読み解く。文学および評論を読む勘所を養いつつ、レジュメ作成や図書館での文献探索の

方法を学ぶことを大きな目標とする。 

 

Mainly we will read and try to decipher outstanding works of Japanese literature in conjunction with critiques of these works. 

While developing the vital traits needed to read literature and critiques, our major goal is to learn how to produce a report and 

search for reference literature at a library. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀文学の様相を大づかみにするために、毎回短い文庫本を一冊ずつ読んでいく。担当者の発表の後にディスカッションを行

う。 

 

In order to broadly cover aspects of twentieth-century literature, we will read a short paperback book in each session. We will 

conduct a discussion after the designated student’s presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

3. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

4. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

5. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

6. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

7. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

8. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

9. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

10. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

11. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

12. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

13. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

14. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、短い文庫本を一冊読んで、ミニレポートを提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参加度(30%)/発表内容(30%)/毎回の課題提出(40%) 

四分の一以上の欠席は履修の意図がないものとみなす 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｄ 

(Introductory Seminars F1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理的な文章を正確に読む。及びレジュメ・レポートの書き方習得 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読む・聞く・話す・書く能力の涵養。 

 

Cultivate reading, listening, speaking and writing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストについて受講者がレジュメを作成し報告、それに基づいて討論を行う。合わせて文献資料の探し方、レジュメ・レポートの

書き方も指導する。 

 

Students will produce a summary, present their findings and conduct a debate based on their work. In addition, instruction on 

finding reference literature and writing a summary/report will be provided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、報告の分担決定、テキスト配布、作文の課題提示 

2. 図書館講習その１ 

3. 図書館講習その２ 

4. 文献探索の実践、文章の書き方指導 

5. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 杉田敦『境界線の政治学』より「二分法の暴力」 

6. 予備日 

7. テキスト精読 若桑みどり『戦争がつくる女性像  第二時大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』より「非戦闘員と

しての女性が戦時に担う一般的役割」 

8. レジュメの書き方指導 討論の技術実践 

テキスト精読 若桑みどり『戦争がつくる女性像――第二時世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』より「非戦

闘員としての女性が戦時に担う一般的役割」 

9. テキスト精読 小森陽一編『編成されるナショナリズム』より「黄禍論と優生学」 

10. レポートの書き方指導 

11. テキスト精読 岡真理『彼女の「正しい」名前とは何か』より「『第三世界』と『西洋フェミニズム』「「カヴァリング・ウーマン、あ

るいは女性報道」 

12. テキスト精読 丸山真男『現代政治の思想と行動』より「軍国支配者の精神形態」 

13. テキスト精読 上野千鶴子『近代家族の成立と終焉』より「日本型近代家族の成立」 

14. レポート相談・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを読んで、質問やコメントを考えてくる。図書館講習の後は、実際に文献検索を行ってみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業参加度(20%) 

四分の一以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉田敦、2005、『境界線の政治学』、岩波書店 

2. 若桑みどり、1995、『戦争がつくる女性像』、筑摩書房 

3. 小森陽一編、2002、『編成されるナショナリズム』、岩波書店 

4. 岡真理、2000、『彼女の「正しい」名前とは何か』、青土社 

5. 上野千鶴子、1994、『近代家族の成立と終演』、岩波書店 

丸山真男『現代政治の思想と行動』（未来社、１９６４年）も使用。テキストはコピーを配布する。受講者数によってもう一回分テキ

ストを追加する可能性あり。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室はロイドホール７階。  テキストはコピーを配布する。  

 

注意事項（Notice） 
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■AU021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ａ 

(Introductory Seminars F2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テクストを読み、その内容を理解し思考する力を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
藁科 智恵(WARASHINA CHIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文章を読み理解するとはどういうことかを学び、その力を養う。レポート・論文を書く力、発表を行う力、発表を聞きその内容につ

いての議論を行う力を養う。 

 

We will learn how to read and understand academic texts, and develop skills for writing a report/academic paper, giving a 

presentation, listening to presentations and conducting a discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いくつかの論文、著作を講読する。各グループが担当箇所の発表を行った後、全員で議論する。適宜、授業内でのグループワー

ク等を行う。また、レポートの書き方等のアカデミック・ライティングに関して学ぶ。 

 

We will read several academic papers and literary works. After a group presentation on their designated sections, we will have a 

whole-class discussion. Where appropriate, we will have a group work in classes. We will also learn about academic writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 論文、レポート、プレゼンテーションについて 

3. 発表、議論（１） 

4. 発表、議論（２） 

5. 発表、議論（３） 

6. 発表、議論（４） 

7. 発表、議論（５） 

8. 発表、議論（６） 

9. 発表、議論（７） 

10. 発表、議論（８） 

11. 発表、議論（９） 

12. 発表、議論（１０） 

13. 発表、議論（１１） 

14. まとめ、レポート提出  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告担当者は、担当分のテキストを理解した上で、レジュメにまとめ報告する。担当に当たっていない場合でも、毎回事前にテキ

ストを読み、疑問点、議論したい点をあげておくこと。学期末レポート（4000 字以上）の準備・執筆を進めていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(30%)/演習・議論への参加(40%) 

四分の一以上の欠席は失格とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

カント『啓蒙とは何か』（プリント配布）、キルケゴール『愛について』（新潮文庫）等。適宜必要な文献は授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｂ 

(Introductory Seminars F2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
様々なテクストの解釈と分析 

担当者名 

（Instructor） 
本郷 朝香(HONGOU ASAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストを適切に読解し、自分なりの解釈・分析ができるようになる。授業での発表、対話を通して、他者の意見を参考に、多様な

解釈の可能性を受け入れる。 

 

Read and accurately understand a text, and then become able to interpret/analyze it in the own way. Through in-class 

presentations and dialogue, and based on the opinions of others, accept that a wide variety of possible interpretations exist. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々なテクスト（哲学書・主張文・小説）を読み、参加者全員が内容を自分なりに解釈・分析し、その根拠を示しつつ、他者にも納

得できるような形で発表する。また、各々が自分の好きなテクストについて、聞き手に読みたいと思わせるような書評を行い、どの

書評が一番魅力的だったか投票を行う。 

 

We will read various novels and all students should be able to interpret/analyze the content in their own way. While providing 

evidence of their interpretation/analysis, students will give a presentation in a format that can successfully convince other of 

their argument. Also, each student will review a book that they like and present it in a way that convinces the listeners that it is 

something they would want to read. We will then vote on which book review was the most appealing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. カズオ・イシグロ『日の名残り』 

3. 丸山真夫『日本の思想』 

4. シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』 

5. プラトン『メノン』 

6. マーク・トウェイン『不思議な少年』 

7. デカルト『省察』 

8. ソフォクレス『オイディプス』 

9. アラン・ロブ=グリエ『消しゴム』 

10. 九鬼周造『「いき」の構造』 

11. アルベール・カミュ『カリギュラ』 

12. ビブリオバトル（１） 

13. ビブリオバトル（２） 

14. 最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者全員が毎回、指定のテクストを読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(50%) 

四分の一以上の欠席は失格とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目のガイダンスで今後の授業の進め方や、何日にどのテクストを読むのか（場合によってはシラバスの順序と入れ替わる
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可能性もあり）を話し合う予定なので、必ず出席してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｃ 

(Introductory Seminars F2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習(詩文について) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言葉による表現について具体的に考え、実作と批評を通して各自の言語観を深める。 

 

Through reading various poems,writing their works and critics, students will cultivate their thoughts about linguistic expressions 

and deepen their understanding of language and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語によるさまざまな詩を読み、初歩的な批評を書き、さらに詩の実作と批評をおこなう。 

また、ディスカッションを通して各自の考えを深める。詩に親しむ。 

 

Students will read various poems,essays and write critical works in elementary level.Adding to that,students will write their 

poems and find the way to get pleasure to read and write poetry.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 詩を読む１(資料は配布する)。 

3. 詩を読む２(資料は配布する)。 

4. 詩を読む３(資料は配布する)。 

5. 詩を読む４(資料は配布する)。【これまでの三回をふまえて短い批評(レポート)を書いてきて提出。】 

6. 前回提出された批評について。 

7. 詩を読む(資料は配布する)。 

8. 詩を読む(資料は配布する)。【詩作品を書いてきて提出。】 

9. 提出された作品についての発表と講評１ 

10. 提出された作品についての発表と講評２ 

11. 詩を読む(資料は配布する)。【詩作品を書いてきて提出。】 

12. 提出された作品についての発表と講評１ 

13. 提出された作品についての発表と講評２ 

14. まとめ。【最終レポート提出。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提出する課題を授業時間外に執筆する必要がある。授業前や授業後に読んでおく必要のある資料や書籍などがある場合は、適

宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物等(40%) 

四分の一以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 蜂飼耳(編)、2013、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩３ なやむ』、ゆまに書房 

2. 蜂飼耳(編)、2017、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩６ わらう』、ゆまに書房 

3. 大岡信・谷川俊太郎、2020、『声でたのしむ 美しい日本の詩』、岩波書店 

その他、資料は必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｄ 

(Introductory Seminars F2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と視覚的イメージをめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と視覚的イメージのつながりに着目することによって、言葉の深度と速度を捉え、それを表現することを目標としています。 

 

By concentrating on the link between literature and the visual image it creates, we will aim to grasp the depth and pacing of 

words and become able to express these features. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多くの作家は、映画から触発を受けて優れた創作をしており、また、文学が映画監督を触発し、優れた映画に結実することがあり

ます。この演習では、よく知られた海外、日本の短編小説を交互に取り上げ、文学が醸し出す視覚的イメージを捉えることによっ

て文学的想像力を養うのと同時に、文学からの抽象の仕方を学びます。 

 

☆適宜、関連する映画作品を取り入れることを予定しています。 

 

Many authors take inspiration from films and produce outstanding works of fiction. Also, there are instances of literature 

inspiring film directors, who go on to produce remarkable movies. In this seminar, by covering well-known short stories and 

capturing the visual image that literature creates, we will cultivate literary imagination. Meanwhile, we will learn how to use 

abstraction through the literature. 

 

*If appropriate, the intention is to incorporate related films/videos. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. サン=テグジュペリ『星の王子さま』 

3. 松浦理英子『乾く夏』 

4. カフカ『変身』 

5. 川上弘美『おめでとう』 

6. ヴァージニア・ウルフ『青と緑』 

7. 寺山修司『誰か故郷を想わざる』 

8. エドガー・アラン・ポー『黒猫』 

9. 古井由吉『杳子』 

10. ライナー・マリア・リルケ『若き詩人への手紙』 

11. 泉鏡花『海城発電』 

12. オスカー・ワイルド『サロメ』 

13. 安部公房『時の崖』 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

当該テクストを精読して、心震わされた箇所を銘記しておくことが必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度・積極性(60%) 

四分の一以上の欠席は不合格とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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サン=テグジュペリ、池澤夏樹訳『星の王子さま』集英社文庫、2005 年 

松浦理英子『葬儀の日』河出文庫、1993 年 

カフカ、高橋義孝訳『変身』新潮文庫、1952 年 

川上弘美『おめでとう』新潮文庫、2003 年 

ヴァージニア ウルフ、西崎憲訳『ヴァージニア・ウルフ短篇集』ちくま文庫、1999 年 

寺山修司『誰か故郷を想はざる』講談社文庫、2005 年 

エドガー・アラン ポー、中野好夫『黒猫／モルグ街の殺人事件』岩波文庫、1978 年 

古井由吉『杳子・妻隠』新潮文庫、1979 年 

リルケ、高安国世訳『若き詩人への手紙・若き女性への手紙』新潮文庫、1953 年 

泉鏡花『外科室・海城発電 他 5篇』岩波文庫、1991 年 

ワイルド、福田恒存訳『サロメ』岩波文庫、2000 年 

安部公房『無関係な死・時の崖』新潮文庫、1974 年 

 

他、授業内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1824 - 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1826 - 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1828 - 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1830 - 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1832 - 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 
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適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１ 

(Seminars F1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢字語彙を形成する伝統文化的背景と近現代における変容に関しての分析を通して 

担当者名 

（Instructor） 
松本 秀士(MATSUMOTO HIDESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢字語彙の原義について、その伝統文化的背景から理解を深めるとともに、近代に起こった漢訳語を分析するとともに、現代社

会の中での漢字語彙にみられる内在的変容を考察する。こうしたことから漢字語彙の特性・原理を把握し、文章を構成する「言

葉」を分析的に捉える力を養うことを通して、より的確な文章表現を目指す。 

 

In addition to deepening the understanding of the original meaning of Chinese vocabulary from the traditional cultural 

background, we also analyze modern Chinese translation and consider the inherent transformation of Chinese vocabulary in 

modern society. Starting from these facts, we aim to realize more accurate sentence expressions by understanding the 

characteristics and principles of Chinese vocabulary, and by analyzing the ability to grasp the "words" that make up a sentence. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語を形成してきた要素としての漢字文化の源流に立ちかえる目的で、漢字そのものの原義、およびその広がりを中国の古典

籍、あるいは現代に継承する様々な伝統文化の面から探る。また、近代の漢字文化圏に劇的変化をもたらした西洋概念に対す

る漢訳語の成り立ちを分析することで、漢字の原義がどのような改変を受けたかを考察する。そして、現代で使用される漢字語彙

についても、社会的背景に注意しながら、漢字の原義からどう逸脱しているかについて考察する。こうした考察から、漢字語彙の

特性・原理についての理解を深める。 

各回の授業において定められたテーマのもとで、漢字語彙についてのリサーチと分析を行い、レジュメと小レポートを作成し、発

表する。 

適宜、中国語や漢文資料をあつかうが、受講生のこれらの学習歴は問わない。 

 

The purpose of this research is to explore the original meaning and spread of Chinese characters from the perspective of 

Chinese classical literature and various traditional cultures inherited since modern times. The purpose is to transform the origin 

of Chinese character culture into an element that forms Japanese. In addition, by analyzing the origin of Chinese translation of 

Western translation concepts, this translation concept has made great changes to modern Chinese character culture. We have 

studied how the original meaning of Chinese characters was modified. In addition, regarding modern Chinese vocabulary, we will 

consider how to deviate from the original meaning of Chinese characters while paying attention to the social background. Based 

on these considerations, we will deepen our understanding of the characteristics and principles of Chinese vocabulary. 

Research and analyze Chinese vocabulary according to the topics determined by each class, and prepare and present resumes 

and small reports. 

We handle Chinese and Chinese materials as appropriate, but students do not need to have any of these learning backgrounds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・イントロダクション等 

2. 漢字と漢語の特性・構造・歴史的背景に関する概説  

3. 中国伝統的風習の中の漢字語彙について（概説） 

4. 中国伝統的風習の中の漢字語彙について（発表） 

5. 漢詩にみる語彙特性について（概説） 

6. 漢詩にみる語彙特性について（発表） 

7. 漢字を支配する思想とその語彙について （概説） 

8. 漢字を支配する思想とその語彙について （発表）  

9. 中間報告・討論  

10. 近代における西洋概念の移入と訳語について（概説） 

11. 近代における西洋概念の移入と訳語について（発表）   

12. 現代における漢字語彙について（概説） 

13. 現代における漢字語彙について（発表） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各回に指定されたテーマの範囲にて、具体的に一連の語彙を選ぶとともに、それぞれについて可能な限り分析し、レジュメ・小レ

ポートを作成し、発表にそなえる。 

学習した事項は各自まとめて、適宜追加の分析を加え、理解を深めた上で中間報告、および最終報告書に備える。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間報告(15%)/授業における各回の発表(30%)/授業における発言・討論への参加度(15%) 

2/3 以上の出席がない場合は、成績評価の対象としない（ただし出席点は評価割合に含まない）。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布の資料を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 齋藤希史、2014、『漢字世界の地平』、新潮社 (ISBN:4106037505) 

2. 清地ゆき子、2018、『近代訳語の受容と変容』、白帝社 (ISBN:4863983026) 

3. 王力、1999、『古代漢語』、中華書局 (ISBN:9787101000825) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２ 

(Seminars F2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説／批評の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
堀 千晶(HORI CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語表現の細部へのまなざしを身につけること 

 

Develop an eye for the finer points of linguistic expression. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習では、日本語文学、翻訳文学を問わず、短篇・中篇小説と、古典的な批評を交互に読んでゆきながら、小説のテクストに

ついて、できるだけ細かく見てゆきます。今のところ、まずはじめに、ヴァージニア・ウルフの短篇と、アウエルバッハのウルフ論を

読む予定でいます。小説には一種の方法論が、（少なくとも一定程度）ありますので、それを身につけてゆくことを目標とします。 

 また、履修者には、それぞれ自分で選んだ小説について、発表をしてもらい、それについて全員で討議します（選ぶ作品は基本

的に自由）。加えて学期末に、2000 字程度のレポートを執筆してもらいます。 

 具体的な授業内容については、履修者全員での話し合いの上で決定していきますので、クラス全体で取り組みたいことがある

場合は、ぜひ提案してください。 

 

In this seminar while alternating between reading short to medium length novels and classical criticism, we will look as closely as 

possible at text from novels, irrespective of whether they are Japanese or translated literature. The current plan is to start by 

reading a short story by Virginia Woolf along with Auerbach’s classic analysis of Woolf’s work. In novels there is (at least to a 

certain degree) some type of methodology. Therefore, we will aim to learn about these methodologies. 

Also, each student will give a presentation on a novel of their choice (students are essentially free to choose any novel) and we 

will conduct a whole-class discussion on this topic. In addition, students will write a report of around 2,000 characters at the 

end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 短篇を読む（１）――ヴァージニア・ウルフ 

3. 短篇を読む（２）――ヴァージニア・ウルフ 

4. 批評を読む（１）――アウエルバッハ 

5. 批評を読む（２） 

6. 短篇を読む（３） 

7. 短篇を読む（４） 

8. 発表＋討議 

9. 発表＋討議 

10. 発表＋討議 

11. 発表＋討議 

12. 発表＋討議 

13. 発表＋討議 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題のテクストを読むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容、討論での発言(60%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストはコピーを配布。 
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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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■AU103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ３ 

(Seminars F3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の近現代と知識・教養について考える 

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） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト講読を通して日本の近代及び現代の問題を考える。テキストの正確な読解力、明晰な報告と論理的な議論展開の仕方

を身につける。 

 

By thoroughly reading the text,students will be required to think about some problems of modern and present Japan.We will 

develop the ability to accurately read the text,producd a clear report and deliver a logical argument. 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者はレジュメを作成し報告、それに基づいて質疑応答と討論を行う。 

授業時間内に、レポート・論文執筆に必要な資料収集、文章技術、書き方等の指導も行う。 

 

Students will produce a summary,present their findings and conduct a debate based on their work.Instruction on finding 

reference literature and wrriting a summary & an academic paper .will be provided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 『教養主義の没落』精読 

3. 『教養主義の没落』精読 

4. 『教養主義の没落』精読 

5. 『教養主義の没落』精読 

6. 全体をふりかえっての討論・レジュメの書き方指導 

7. 『戦時期日本の精神史』精読 

8. 『戦時期日本の精神史』精読 

9. 『戦時期日本の精神史』精読 

10. 『戦時期日本の精神史』精読 

11. 『戦時期日本の精神史』精読 

12. 『戦時期日本の精神史』精読 

13. 『戦時期日本の精神史』精読 

14. 全体をふりかえっての討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員がテキストを精読し、質問やコメントを用意してくること。報告担当者はレジュメを人数分用意してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業への参加度(20%) 

４分の 1 以上の欠席は不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内洋、2003、『教養主義の没落』、中公新書 

2. 鶴見俊輔、1982、『戦時期日本の精神史』、岩波書店 

3. 斎藤孝、1977、『学術論文の技法』、日本エディタースクール出版部 

テキストはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室はロイドホール 7 階 
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注意事項（Notice） 
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■AU104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ４ 

(Seminars F4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「遊び」をアカデミックに検討する 

担当者名 

（Instructor） 
今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「遊び」を構成するものと、その「楽しさ」の源泉を探る。具体的な題材を取り上げ、その「楽しさ」をアカデミックな言葉で語る術を

学ぶことを目標とする。 

 

Explore what “play” is made up of and the source of this “fun”. We will cover specific themes and aim to learn techniques for 

discussing the “fun” in these themes using academic terminology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

しばしばサブカルチャーと名指されるように、遊びの領域は文化のなかでも従属的／下位的な位置に置かれてきた。それゆえ

に、いわゆる高級文化に比して学問的な歴史は浅い。しかし、今日の大学生における関心の高まりから、遊びを語るためのアカ

デミック・スキルが強く求められている。本授業ではこうした状況に鑑み、「遊び」と「楽しさ」をキーワードとして、それらを分析する

ための理論的枠組みを学ぶ。その後に、アナログゲームを題材とした実践を通じて、理論を分析へと繋げる手法について学ぶ。 

 

Frequently labelled a subculture, the domain of “play” has generally been given a subordinate status/low ranked position in 

society. Therefore, compared to so called advanced culture, “play” only has a short academic history. However, due to 

increased interest in today’s university students, the academic skills required to discuss play are in high demand. In view of this 

situation and with “play” and “fun” as our keywords, in this class we will learn the theoretical framework for analyzing these 

domains. Then, through exercises on the subject of analog or non-digital games we will learn methods for linking theory to 

analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：受講者の確認および授業の進め方の説明 

2. 遊戯を構成する場についての理論：ホイジンガ 

3. 遊戯の楽しさを分析するための理論：カイヨワ 

4. 遊戯への没入を考察するための理論：チクセントミハイ 

5. 遊戯の形式を分析するための理論：記号論と構造主義 

6. 遊戯における身体性の役割：だるまさんがころんだ 

7. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(1) 

8. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(2) 

9. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(3) 

10. アナログゲームの構造分析と実践(1) 

11. アナログゲームの構造分析と実践(2) 

12. アナログゲームの構造分析と実践(3) 

13. アナログゲームの構造分析と実践(4) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で対象となるテキストについて予習することが必要となる。また、報告の担当者はレジュメの作成を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/報告内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

基本的に、検討対象とするテキストは授業時に指示してコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. ヨハン・ホイジンガ、2018、『ホモ・ルーデンス』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4062924795) 

2. ロジェ・カイヨワ、1990、『遊びと人間』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4061589209) 

3. ミハイ・チクセントミハイ、1996、『フロー体験』、世界思想社 (ISBN:978-4790706144) 

いずれも本授業テーマの基本文献なので、一読を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ５ 

(Seminars F5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治哲学史 ー ヤン=ヴェルナー・ミュラー『ポピュリズムとは何か』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
バルダリ，Ｆ．(BALDARI FLAVIA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミでは 2016 年に初版されたヤン=ヴェルナー・ミュラーの『ポピュリズムとは何か』をじっくり読みながら、政治思想史の一つ

の概念、「ポピュリズム」を分析します。それによって(1)「ポピュリズム」の特徴を身につけること、（2）現代世界における「ポピュリ

ズム」の理解を深めることが、本授業の目標です。 

 

This course focuses on the meaning of “populism,” a central concept in the modern history of political thought and we will 

thoroughly read Jan-Werner Müller’s text: “What is Populism?” (2016). The goal of this class is to (1) analyze the main features 

of “populism” and (2) deepen the understanding of this concept in the modern world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業の「ポピュリズム」というテーマは、特に現代政治において、話題になってきたが、その意味をよく考えてみると、曖昧な定

義が多い。『ポピュリズムとは何か』を読みながら、政治哲学と共に現代政治の事例を通じて、著者の「ポピュリズム」の理解を分

析します。「ポピュリズム」の思想的基礎、その代表者、また民主主義との関係性を深めます。ミュラーが挙げている論点をじっくり

考えて、議論します。少しずつ読みますので、哲学的な概念と事例を深く扱います。 

授業の前半は発表者の報告（テクストの要約および考察）、後半はみんなのディスカッションを中心に進めます。 

 

“Populism” has become a major topic especially in modern politics. However, its definitions remain still vague in many cases. 

While reading “What is Populism?”, we will analyze the author’s understanding of the concept through both his philosophical 

analysis of it, and through examples taken from modern politics. We will deepen the philosophical foundation of “populism,” we 

will analyze some examples of populist leaders, and we will also consider its relationship with democracy. During class, we will 

thoroughly read Muller’s philosophical analysis, the examples given to understand it, and we will discuss it together.  

The first half of the seminar will focus on the presentation of a student (summary of the content and comment on the text), 

while in the second half will focus on discussing it together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方、発表とレジュメの作り方、ディスカッションの方法など） 

2. 報告への練習① 問いを立てましょう 

3. 報告への練習②『ポピュリズムとは何か』、「序論」のレジュメの作成 

4. 報告への練習③レジュメの作成の仕方の比較、内容に対するディスカッション 

5. 『ポピュリズムとは何か』(11-26) 

6. 『ポピュリズムとは何か』(26-33) 

7. 『ポピュリズムとは何か』(33-42) 

8. 『ポピュリズムとは何か』(42-52) 

9. 『ポピュリズムとは何か』(53-63) 

10. 『ポピュリズムとは何か』(63-76) 

11. 『ポピュリズムとは何か』(76-91) 

12. 『ポピュリズムとは何か』(93-106) 

13. 『ポピュリズムとは何か』(106-115) 

14. 『ポピュリズムとは何か』(115-126) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：参加者は全員、事前に次回のテクストを読んでコメントペーパーを作成する。報告担当者はレジュメを用意する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/課題提出(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. ヤン=ヴェルナー・ミュラー、2017、『ポピュリズムとは何か』、岩波書店 (ISBN:9784000247962) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ６ 

(Seminars F6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論を読み、書く：宮沢賢治を手がかりに 

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） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宮沢賢治の小説は日本近代文学史のなかでも特異な位置を占めており、多くの思想家や学者をひきつけてきた。この演習では

社会学者の見田宗介の『宮沢賢治：存在の祭りの中へ』と批評家の吉本隆明の『宮沢賢治論』を精読した後、自分で批評文を書

くための基本的なトレーニングをおこなう。 

 

Kenji Miyazawa is a novelist whose works have occupied a unique position in Japanese modern literary history and fascinated 

many thinkers and scholars. In this seminar, after we will read Munesuke Mita's "On Kenji Miyazawa: Toward a festival of being" 

and Yoshimoto Takaaki's "On Kenji Miyazawa" in order to interpret Miyazawa's works analytically and understand his narrative 

techniques and philosophical thought, we will carry out basic training on how to write a critique of his works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

見田宗介と吉本隆明の批評を精読し、批評文を書くための訓練をおこなう。 

 

We will read Mita's critique analytically and provide training on writing a discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 担当者の発表＆ディスカッション 

2. 担当者の発表＆ディスカッション 

3. 担当者の発表＆ディスカッション 

4. 担当者の発表＆ディスカッション 

5. 担当者の発表＆ディスカッション 

6. 担当者の発表＆ディスカッション 

7. 担当者の発表＆ディスカッション 

8. 担当者の発表＆ディスカッション 

9. 担当者の発表＆ディスカッション 

10. 担当者の発表＆ディスカッション 

11. 担当者の発表＆ディスカッション 

12. 担当者の発表＆ディスカッション 

13. 担当者の発表＆ディスカッション 

14. 担当者の発表＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメの準備。他の参加者も精読が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/評論の達成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 見田宗介、2001、『宮沢賢治 存在の祭りの中へ』、岩波書店 (ISBN:9784006020354) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ７ 

(Seminars F7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「アミダクジ式」読書の実践 

担当者名 

（Instructor） 
森元 庸介(MORIMOTO YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

あまり読まないひとにとってはまず読むこと、少し、あるいはたくさん読むひとにとっては散発的であってもそれについて少し書い

てみること、書けるひとにとっては書き方を磨くこと。 

 

For those who have never read novels: to read them; for those who read them a little or much: to write a little on them; for 

those who are already able to write on them: brush up their way of writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ひとまず、主としては日本語で書かれたとくに短編小説を読み、議論する。 

 

Reading and discussing especially on short stories mainly but not exclusively written in Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 1. に関する後藤明生のエッセイを講読する（アミダクジ式について、「小説を書いたのは小説を読んだからである」につい

て） 

3. 後藤明生の短篇を講読する（可能ならば連作という形式についても） 

4. カフカ、ゴーゴリなどについて（後藤明生との関係において／「笑い」について） 

5. 久生十蘭の短篇を講読する（可能ならば換骨奪胎という手法についても） 

6. ポー、ピランデッロなどについて（久生十蘭との関係において／「綺想」について ） 

7. 内田百閒の短篇を講読する（可能ならば小説とエッセイの境界についても） 

8. ボルヘスなどについて（内田百閒との比較において／「短さ」について） 

9. 受講者から提案された作品を講読、議論する（1） 

10. 受講者から提案された作品を講読、議論する（2） 

11. 受講者から提案された作品を講読、議論する（3） 

12. 受講者から提案された作品を講読、議論する（4） 

13. 受講者から提案された作品を講読、議論する（5） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次の授業までに読むことになった小説を読み、考え、議論に参加する準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教員の側で考える。詳細は授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「アミダクジ式」を掲げている以上、授業計画はおおまかな指針にすぎない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ８ 

(Seminars F8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドローンを哲学する 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では、AIやドローンなどの先端科学技術を主題として哲学的な分析を施したテクストを読んでいきます。授業の目標は、

とくに以下です。 

 ・一つの概念・事象についてさまざまなテクストを通じて多角的な考察をすることができる 

 ・ドローンや AIについての人文社会科学における基本的な議論をおさえる 

 ・議論されている問題を自分自身の関心に引きつけて解釈し、自ら議論を展開できる 

 

We will read together texts written by philosophers on advanced science and technology such as AI and drones. The goals of 

the lesson are in particular: 

・ to learn how to have various interpretations about one concept or phenomenon. 

・ to have knowledge on basic interpretations on humanities and social sciences about drones and AI 

・ to interpret the issues discussed with your own interests and develop your thesis 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この演習では「ドローン」をテーマに取り上げます。グレゴワール・シャマユーというフランスの哲学者が書いた『ドローンの理論』

を輪読します（日本語）。 

 このテクストはもとはフランスで出版され、軍用ドローンを主題とし、その歴史や現代的な展開をおさえつつ、哲学者ならではの

考察を加えたものです。それほど難解なものではなく、すぐに英訳され、高い評価を得ています。ドローンの登場による「戦争」概

念の変容はもちろんのこと、人間とロボット（あるいは AI）の関係、人間の「精神」の変容、監視社会の問題、さらには民主主義の

問題まで幅広く論じられています。 

 

 まずこの本を参加者で輪読をし、基本的な議論を共有したのちに、余裕があれば参加者の各自の関心に合わせて関連のテク

ストを読み議論をしたいと考えています。担当教員の専門はフランス哲学・社会思想ですが、演習参加者には必ずしも哲学等の

前提知識は要求しません。 

 最終的には、講読テクスト内容や演習での議論に基づいて、自分の関心に引きつけてテーマを設定し、レポートを作成していた

だきます。 

 例にすぎませんが、議論のありうる方向性としてはたとえば次のようなものが思いつきます； 

 SF映画・アニメに描かれるドローン（『サイコパス』など）、現代におけるさまざまなロボット（会話ロボット、介護ロボットなど）、監

視社会（フーコー、ライアン）、ポスト・ヒューマン／サイボーグ論 

 

This course will focus on "drones". We are going to read "Theory of Drone" written by a French philosopher named Gregoire 

Chamayou (in Japanese). 

Originally published in France, the text focuses on military drones, and gives philosophical consideration by examining its history 

and modern developments. It is immediately translated into English and has a high reputation. It discusses fundamental themes 

such as the transformation of the concept of "war" due to the emergence of drones, as well as the relationship between 

humans and robots (or AI), the transformation of human "spirits", the surveillance society, and even the issue of democracy.  

We will read the book together and share basic discussions, and then, if possible, read related texts in consideration of each 

participant's own interests. The instructor specializes in French philosophy and social philosophy, but participants in the 

seminar are not necessarily required to have prerequisite knowledge of philosophy. 

Finally, the participants are asked to set a theme, and create a report according to each interest, based on the content of the 

reading text and discussions in the course.  

As examples, the following are some possible directions for discussion: 

Drones drawn in science fiction movies and animations (such as "Psycho-pass"), transformation of remote technologies in the 

modern age (care robots, etc), surveillance societies (Foucault, Ryan), post-human/cyborg 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の進め方、主題の説明） 

2. テクスト講読・ディスカッション 
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3. テクスト講読・ディスカッション 

4. テクスト講読・ディスカッション 

5. テクスト講読・ディスカッション 

6. テクスト講読・ディスカッション 

7. テクスト講読・ディスカッション 

8. テクスト講読・ディスカッション・レポート構想発表 

9. テクスト講読・ディスカッション・レポート構想発表 

10. テクスト講読・ディスカッション・レポート構想発表 

11. テクスト講読・ディスカッション・レポート構想発表 

12. テクスト講読・ディスカッション・レポート構想発表 

13. テクスト講読・ディスカッション・レポート構想発表 

14. まとめとレポートの講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は毎回対象箇所を読んでくる。担当者はレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. グレゴワール・シャマユー、2018、『ドローンの哲学 遠隔テクノロジーと〈無人化〉する戦争』、明石書店 (ISBN:9784750346922) 

 

参考文献（Readings） 

1. 三宅陽一郎、『人工知能のための哲学塾』、PNN新社 

2. 松田雄馬、『人工知能はなぜ椅子に座れないのか』、新潮選書 

3. 西垣通・河島茂生、『AI倫理』、中央新書ラクレ 

4. 久木田水生ほか、『ロボットからの倫理学入門』、名古屋大学出版会 

5. ウェンデル・ウォラック、『ロボットに倫理を教える』、名古屋大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ９ 

(Seminars F9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩と哲学のあわい 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「触発する言葉」の可能性とその表現方法を習得することを目標としています。 

 

The aim is to learn the possibility of ‘inspiring words’ and the means of expressing them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ひとつの作品に出会ったとき、その作品を真に「受け取る」とはどのようなことを意味するでしょうか。それは、作家が潜っていっ

た海の底まで自らも沈潜し、身体でつかみとったものを、ふたたび表現することによると言えるでしょう。そのときわたしたちは、出

会ったことのない作家の精神そのものに触れるのと同時に、自分自身がある方向に突き動かされる経験をするのではないでしょ

うか。 

 この演習では、詩人・寺山修司と哲学者・池田晶子のテクスト（他の作家との対談、映像作品を含む）を交互に取り上げ、思考

し、イメージすることと、表現することとの往還を学びます。 

 

 When you encounter a piece of work, what does it mean to genuinely ‘accept’ the piece? It means to immerse yourself in the 

content to the extent that the author did, even if that means sinking into deep thought, and being able to grasp the essence and 

convey it again. Through this process we will be exposed to the true spirit of an author we have never met and maybe even 

experience something that propels us as individuals to move in a certain direction. 

 In this seminar through reading texts by Shuji Terayama and Akiko Ikeda, we will learn abstraction, amplification and the means 

of expressing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 不合理ゆえにわれ信ず 

3. 叙情の萌えいづる場所——『書を捨てよ、街に出よう』 

4. 存在の律動〔論理〕 

5. 逆説の詩学――『幸福論』 

6. 清冽なる詐術〔詩〕 

7. アフォリズムと哲学——『ポケットに名言を』 

8. 未知への帰還〔科学〕 

9. 詩から哲学へ——『寺山修司少女詩集』 

10. 変幻と貫くもの〔心理〕 

11. 意表をつくということ―—『さかさま恋愛講座  青女論』 

12. 発現する消失点〔神〕 

13. 生と死——『寺山修司＆谷川俊太郎 ビデオ・レター』 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回、テクストの当該箇所を精読し、「触発された言葉」を銘記しておくことが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度・積極性(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 寺山修司『書を捨てよ、街に出よう』角川文庫、2004 年 

     『幸福論』角川文庫、2005 年 

     『ポケットに名言を』角川文庫、2005 年 

     『寺山修司少女詩集』角川文庫、2005 年 
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     『さかさま恋愛講座 青女論』角川文庫、2005 年 

 

池田晶子『最後からひとりめの読者による埴谷雄高論』河出書房新社、1987 年 

    『事象そのものへ』法蔵館、1991 年 

 

＊寺山修司に関しては、角川文庫版を使用します。 

＊池田晶子に関しては、当該テキストのコピーを授業内で配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１０ 

(Seminars F10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
茨木のり子を読む―韓国関連作品を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
金 智英(KIM JIYOUNG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「現代詩の長女」と呼ばれる詩人・茨木のり子の作品を読むことで、現代詩への理解を深める。 

特に茨木のり子が愛してやまなかった韓国との関係およびその関連作品を日韓の比較文学的観点から考える。 

 

By reading the works of Ibaraki Noriko who is called ‛the eldest daughter of modern poetry', We aim to appreciate deeply 

Japanese modern poets. In particular, I would like to think about the relationship with Korea which Ibaraki Noriko had a strong 

attachment and consider the related works from the comparative literary point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

茨木のり子の作品を原則として 1 回２作品のペースで読んでいく。毎回、作品の要約と読みどころをまとめたプリントを配布し、そ

れに基づいて授業を行う。今学期は、特に茨木のり子の翻訳詩集『韓国現代詩選』、エッセイ集『ハングルへの旅』に焦点を当て

て、翻訳上の特徴や韓国文化との関係について考える予定。茨木のり子の作品が中心になるが、各テーマに関する韓国現代詩

や小説を積極的に紹介し、日韓比較文学研究についても理解を深める。 

 

We appreciate Ibaraki Noriko's works at the pace of two works every week. 

Distributing a summary of the work and its features, the class will be conducted based on it. This semester, in particular, will 

focus on Noriko Ibaraki's translated poetry book, ‛Korean Modern Perspective' and her essay ‛A Journey to Hangeul,' to 

consider her relationship with Korean literature along with her translation features. Focusing on Noriko Ibaraki's works, but 

actively introducing literary works such as Korean modern poetry and novels. Every class about each theme, students can also 

enhance their understanding in Japanese and Korean comparative literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩人と作品の概要、授業方針の説明 

2. 茨木のり子の作品世界：戦後詩人として 

3. 茨木のり子の作品世界： 「隣人愛」の詩人として 

4. 茨木のり子の作品世界：「Y」のエロス 

5. 茨木のり子と韓国：ハングル学習への道 

6. 茨木のり子と韓国：翻訳詩集『韓国現代詩選』（その 1） 

7. 茨木のり子と韓国：翻訳詩集『韓国現代詩選』（その 2） 

8. 茨木のり子と韓国：エッセイ集『ハングルへの旅』（その 1） 

9. 茨木のり子と韓国：エッセイ集『ハングルへの旅』（その２） 

10. 韓国現代詩：青春の詩を味わう 

11. 韓国現代詩：愛を詩を味わう 

12. 韓国現代小説：いま韓国で話題の作品 

13. 韓国現代小説：いま日本で話題の韓国作品 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ詩人の基本的な伝記的な情報を入手しておくことが望ましい。毎週、事前に作品を精読するとともに、自分の感想や問

題点を整理して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席・平常の参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１１ 

(Seminars F11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習(詩表現) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言葉による表現について具体的に考え、実作と批評を通して理解を深める。 

 

Through reading the texts,writing works, critics,students will deepen their thoughts about linguistic expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語による詩および文章(随筆など)を読み、作品の実作と批評をおこなう。(提出された作品等は、配布して履修者全員で読

む。)また、ディスカッションを通して各自の考えを深める。 

 

We will read poems and essays and critical works written in Japanese.Students will write poems and critical works.Through 

discussins,students will deepen their thoughts about linguistic expressions and literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。資料を配布して読む。 

2. 詩を読む(資料は配布する)。【前回の資料に関して、短い批評を書いてきて提出。】 

3. 詩を読む(資料は配布する)。前回提出された批評を読む。【詩作品を書いてきて提出。】 

4. 提出された作品の発表と講評１ 

5. 提出された作品の発表と講評２ 

6. 資料を読む。【前の二回の内容をふまえた短いレポートを書いてきて提出。】 

7. 前回に提出されたレポートについて。【随筆を書いてきて提出。】 

8. 提出された作品の発表と講評１ 

9. 提出された作品の発表と講評２ 

10. 提出された作品の発表と講評３。【詩作品を書いてきて提出。】 

11. 提出された作品の発表と講評１ 

12. 提出された作品の発表と講評２ 

13. 提出された作品の発表と講評３ 

14. まとめ。【最終レポート提出。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提出する課題を、授業時間外に執筆する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 荒川洋治、2012、『詩とことば』、岩波書店 

2. 大岡信、谷川俊太郎、2020、『声でたのしむ 美しい日本の詩』、岩波書店 

3. 蜂飼耳(編)、2013、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩３ なやむ』、ゆまに書房 

4. 蜂飼耳(編)、2017、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩６ わらう』、ゆまに書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 1854 - 

■AU112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１２ 

(Seminars F12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習(文章表現) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言葉による表現について具体的に考え、実作と批評を通して理解を深める。 

 

Through reading the texts,writing works,students will cultivate their thoughts about linguistic expressions and deepen their 

understanding of linguistic expressions and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語による文章(短編・掌編小説など)を読み、さらに作品の実作および批評をおこなう。(提出された作品は、配布して履修者

全員で読む。)また、ディスカッションを通して各自の考えを深める。 

 

Students will read short stories written in Japanese and write their works.The works submitted will be read in class.Through 

discussins,students will deepen their understanding of linguistic expressions and literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 文章を読む(資料は配布する)。【掌編小説など文章作品の提出。】 

3. 提出された作品の発表と講評１ 

4. 提出された作品の発表と講評２ 

5. 提出された作品の発表と講評３。【文章作品の提出。】 

6. 提出された作品の発表と講評１ 

7. 提出された作品の発表と講評２ 

8. 提出された作品の発表と講評３ 

9. 文章を読む(資料は配布する)。【文章作品の提出。】 

10. 提出された作品の発表と講評１ 

11. 提出された作品の発表と講評２ 

12. 提出された作品の発表と講評３ 

13. 文章を読む(資料は配布する)。 

14. まとめ。【最終レポート提出。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提出する課題を授業時間外に執筆する必要がある。授業前、授業後などに読んでおくべき資料や書籍がある場合、目を通す必

要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１７ 

(Seminars F17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流行や迷信など従来まともに取り上げられることの少ない事象から日本近代を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト精読を通して、「高校では教わらない」日本近代史の知識を身につける。テキストの正確な読解力、明晰な報告と論理的

な議論をする力を身につける。同時にレポート・論文執筆に必要なノウハウを習得させる。 

 

By thoroughly reading the text we will acquire knowledge of modern Japanese history that isn’t taught at high school. We will 

develop the ability to accurately read the text, produce a clear report and deliver a logical argument. Concurrently, we will 

develop the know-how needed for writing a report/academic paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

松山巌『うわさの遠近法』、川村邦光『幻視する近代空間――迷信・病気・座敷牢、あるいは歴史の記憶』を読む。担当者はレジュ

メを作成し報告、それに基づいて質疑応答・討論を行う。 

レポートの書き方についても参考資料を配布し、指導を行う。 

 

We will read Uwasa no enkinho (Literal translation: A perspective on rumors) by Iwao Matsuyama, and Genshi suru kindai kukan: 

Meishin, byoki, zashikiro, aruiwa rekishi no kioku (Literal translation: Visions of modern spaces: superstitions, illnesses, prison 

cells (floored with tatami mats), or memories of history) by Kunimitsu Kawamura. Appointed students will produce and deliver a 

report, then carry out a question and answer session/debate based on the report. 

Reference materials will be handed out and instruction provided on how to write a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 『うわさの遠近法』精読 

3. 『うわさの遠近法』精読 

4. 『うわさの遠近法』精読 

5. 『うわさの遠近法』精読 

6. 『うわさの遠近法』精読 

7. 『うわさの遠近法』精読 

8. 『幻視する近代空間』精読 

9. 『幻視する近代空間』精読 

10. 『幻視する近代空間』精読 

11. 『幻視する近代空間』精読 

12. 『幻視する近代空間』精読 

13. 『幻視する近代空間』精読 

14. 全体をふりかえっての討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回全員がテキストを精読し、質問やコメントを用意してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業への参加度(20%) 

3 分の 1 以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松山巌、1993、『うわさの遠近法』、青土社 

2. 川村邦光、1990、『幻視する近代空間』、青弓社 

テキストはコピーを配布する。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室はロイドホール７階 

 

注意事項（Notice） 
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■AU118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１８ 

(Seminars F18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プラグマティズムのおけいこ―W. James の『プラグマティズム』を読む― 

担当者名 

（Instructor） 
染谷 昌義(SOMEYA MASAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学・思想書を読みながら、哲学のおけいこをする。目標は以下の 3 つ。 

１）哲学・思想書を読んで理解する。 

２）これまで使ったことのない哲学や思想の概念（言葉）を使って考え議論する。 

３）これまで使ったことのない哲学や思想の概念（言葉）を使って考えた内容を文章に表現する。 

これらをとおして、自分の関心と問題に応じた哲学・思想書を自力で探索し見つけ出し、読み考え、考えたことを言葉で表現する

力を養う。 

 

By reading a book on philosophy, we will exercise ourselves in thinking philosophically. We have three objectives.  These are 

shown below: 

1. Read and understand philosophical texts. 

2. Conduct a discussion using philosophical concepts (words) that you have not used previously. 

3. Express in writing details you thought of while using philosophical concepts (words) that you have not used previously. 

Through these exercises, students will autonomously explore and discover philosophical texts that are in line with their interests 

and relevant issues. By reading and giving thought to such texts, students will develop the ability to express their own thoughts 

in words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウィリアム・ジェイムズ『プラグマティズム』（枡田啓三郎, 岩波文庫）を輪読する。 

 プラグマティズムとは世紀転換期にアメリカに端を発した哲学・思想潮流である。時に「実用主義」との翻訳のため誤解や毀誉褒

貶はあったものの、現在ではプラグマティズムの哲学は現在哲学を代表する一大潮流にまで成長した。プラグマティズムという

「思考の型」は、哲学を「役に立つ」ではなく「行為に資する」思考として、「真理を知る」でははなく「真理を生きる」ことを目指す営

みとして、そして思考を「言葉のパズル解き」ではなく「生活の舵取り役」と見なす。この思想潮流の発端となったテキストを読み、

プラグマティズムの哲学を味わいたい。 

 

  発表者、司会者、指定討論者それぞれの担当日事前に決める。授業では発表者は、準備してきたハンドアウト・レジメ・その他

の資料を提示して発表をする。発表に対して指定討論者が口火を切り、履修者全員で質疑と議論を行う。「哲学は語るものであっ

て歌うものではない」（大森荘蔵）という態度で、哲学的に考えるおけいこをする予定である。テキストで用いられている哲学的な

主張・思想を丁寧に読んで理解し、疑問点や論点を考え、考えたことを口頭で言葉に表現し他者に伝え、他者からの批判を受け

てさらに思考し言葉を紡ぎ出し、最終的に理解したことや納得のいかないことを、きちんと根拠をもって文章で表現する。 

 

We will read Pragmatism (1907) by William James (Japanese translation, 2016, Iwanami-bunko）.  

 Pragmatism is a trend of philosophy and thought that originated in the United States at the turn of the century. Although 

sometimes misunderstood and praised for translation as "practicalism," it has now grown into a significant trend that represents 

current philosophy. Pragmatism is a way of thinking that considers philosophy as "contributing to action" rather than merely 

"being useful." It is a philosophy to aim to "live the truth" rather than "know the truth." It also regards our thinking as  

"steering activity of our life courses" rather than "solving enigmas in words." In this class, we will read the text that started 

this tide of thought and taste the philosophy of pragmatism. 

 

We will decide in advance which students will be assigned to be the presenters, the hosts, or on the debate panel. In each class, 

the presenter will provide handouts, reports, and other documents they have prepared and given their presentations. In relation 

to the presentations, designated members of the debate panel will start the debate, and then all students will participate in 

questioning and discussion. 

 The plan is to enrich our philosophical thinking using the attitude of “Philosophy is discussed not sung” (Shōzō Ōmori). We will 

carefully read and understand philosophical points and thoughts used in the texts, think of questions and/or points of 

contention and verbally convey our thoughts to others through expression in words. Then having received criticism from others, 

we will give the matter further thought and come up with better wording. Lastly, we will express through written text what we 

have understood and what we remain unconvinced about using proper reasoning. 
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授業計画（Course Schedule） 

1. テキストの概要、授業の進め方の説明、担当者の決定 

2. 第一講「哲学における今日のジレンマ」 

3. 第二講「プラグマティズムとは何を意味するのか」（前半） 

4. 第二講「プラグマティズムとは何を意味するのか」（後半） 

5. 第三講「プラグマティズムの視点から形而上学の諸問題を考察する」（前半） 

6. 第三講「プラグマティズムの視点から形而上学の諸問題を考察する」（後半） 

7. 第四講「一なるものと多なるもの」（前半） 

8. 第四講「一なるものと多なるもの」（後半） 

9. 第五講「プラグマティズムと常識」 

10. 第六講「プラグマティズムの真理観」（前半） 

11. 第六講「プラグマティズムの真理観」（後半） 

12. 第七講「プラグマティズムとヒューマニズム」 

13. 第八講「プラグマティズムと宗教」 

14. まとめと総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの指定箇所を読む。質疑事項と討論したいことをメモしておく（授業準備）。発表担当者はハンドアウト・レジメを用

意する。 

 

復習：授業を終えて新たに使用できるようになった概念（言葉）と使用できない概念（言葉）を書き出す。後者の何が不分明なのか

を考え、次回の授業に臨む。 

 

テーマを決めて少し長めのレポート（最終レポート）を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容・考察内容(40%)/授業への参加度（予習、質疑、議論）(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

単位取得は全授業回数の 2/3以上の出席を前提とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. W. ジェイムス、2016、『プラグマティズム』、岩波文庫 (ISBN:978-4003364017) 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤邦武、2016、『プラグマティズム入門』、ちくま新書 (ISBN:978-4480068705) 

2. 魚津郁夫、2006、『プラグマティズムの思想』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4480089625) 

3. 岸本智典, 入江哲朗, 岩下弘史, 大厩 諒、2018、『ウィリアム・ジェイムズのことば』、教育評論社 (ISBN:978-4866240169) 

4. C. ミサック、2019、『プラグマティズムの歩き方（上）』、勁草書房 (ISBN:978-4326199785) 

5. C. ミサック、2019、『プラグマティズムの歩き方（下）』、勁草書房 (ISBN:978-4326199792) 

必要に応じて授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習・ゼミ形式で授業を行う。一冊のテキストを全員で輪読する。発表者、司会者、指定討論者それぞれの担当日を事前に決め

る。毎週の授業では発表者は、準備してきたハンドアウト・レジメ・その他の資料を提示して発表をする。発表に対して指定討論者

が口火を切り、履修者全員で質疑と議論を行う。履修者による議論のほかに、毎回決められたテキスト部分を事前に読んでくるこ

とが課せられる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１９ 

(Seminars F19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プラトンを通して哲学的思考を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プラトンの『国家』を読み、哲学テキストの読解練習をする。哲学史の知識を得る。哲学的テーマについて議論ができるようにな

る。哲学的テーマについて、自分の意見をもてるようになる。 

 

You will read Plato's "Politeia", and exercise to interpret philosophical texts through the Greek philosophy. You will be able to 

discuss on the philosophical theme with the classmates, and to have your own idea on the philosophy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

プラトンの主要著作である『国家』を丁寧に読み解く。そしてそこに扱われているテーマ、すなわち「正義」「善」「人間」「欲望」「秩

序」「権力」「芸術」などについて討議を行う。議論が落ち着いたところで、自分の考えをまとめる小レポートを作成して、授業で紹

介し合い、意見を共有する。哲学史についての勉強も行い、西洋哲学の特性と日本的思考との違いを学ぶ。 

 

You will read Plato's "Politeia" intensively under the instruction of the teacher. Then you will discuss on the several themes of 

the book, for example the justice, the good, humanity,  desire, social order, political power, arts and so on. You will make 

presentation of your interpretation on them in the class. Besides you will learn the history of the western philosophy, and also 

learn the difference between Japanese and the western thinking style.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入。プラトンという哲学者について。『国家』について。 

2. テキスト読解 1 

3. テキスト読解 2 

4. テーマ別討論 1 

5. テキスト読解 3 

6. テキスト読解 4 

7. テーマ別討論 2 

8. テキスト読解 5 

9. テキスト読解 6 

10. テーマ別討論 3 

11. テキスト読解 7 

12. テキスト読解 8 

13. テーマ別討論 4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前に、テキストの『国家』の指定範囲をしっかり予習すること。授業終了後は、その日の授業での説明および討議の概要を

反省しながら、その記録を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業での理解度(20%)/授業での積極的態度(20%)/小レポート(20%)/哲学史の発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プラトン、『国家』(上)、岩波文庫 

2. プラトン、『国家』(下)、岩波文庫 

3. 貫成人、『哲学マップ』、ちくま新書 

 

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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■AU120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２０ 

(Seminars F20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
批評的なエッセー集を編む／テクストを読み、単行本を製作する共同作業 

担当者名 

（Instructor） 
熊沢 敏之(KUMAZAWA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

折々に書かれた、さまざまな内容と文体をもつエッセーを読み、それを編集して 1 冊の単行本に仕上げるまでの編集者の実務を

追体験する演習である。①各エッセーの内容をきちんと読みとる。②本の全体像（目次）をイメージし、それにふさわしい版面を決

定する。③テクストを入稿し、装丁も施して、通読可能な「モノ」としての本の形を整える。こうして、「読む‐作る」という課題を実践

しながら、編集に携わった個々の学生に固有の単行本を完成させる。 

 

In this seminar, you experience the editor's work through the act of reading-making.  First you read various essays, and then 

edit them into one book.  The seminar proceed as follows. 

1. Read the contents of the essays properly. 

2. Imagine the whole picture or the table of contents of the book, and decide the printing image suitable for it.  

3. Send the text for printing and bind the book, and format the book as a readable “product.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

市村弘正『小さなものの諸形態』（筑摩書房、1994 年）所収の 11本の思想的エッセーをまずは先入観なしに読んで、著者の発す

るメッセージを理解する（講読）。その過程で、学生各自が本の全体像をイメージし、それにふさわしい自分だけの目次づくりに挑

戦する（実践）。最終的には、各自に固有の 1 冊の単行本を完成させ、その実物の提出をもって成績評価とする。なお、授業は回

ごとに「講読」「実践」だけでなく、講師の編集者としての経験を披瀝しながら（講義）、最終目標に到達することを目指す。 

 

First, you read 11 thoughtful essays in Hiromasa Ichimura's Forms of Little Things (Chikumashobo, 1994) and understand the 

messages of the author (Reading).  While reading, you imagine the whole picture of the book that is unique to you, and try to 

create a table of contents (Practice).  Finally, you complete your own book.  Grading is done by submitting the book. 

I will tell you many of my experiences as an editor (Lecture) and help you reach your end goals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【オリエンテーション】講師紹介／学生自己紹介 

2. 【講義】思想的エッセー集を編む／私の失敗体験から（阿部謹也との思い出） 

3. 【講読】市村弘正『小さなものの諸形態』所収のエッセーを読む①「小さなものの諸形態」 

4. 【講読】同②「文化崩壊の経験」（以下、順不同） 

5. 【講読】同③「友情の点呼に答える声」「貧民の都市」 

6. 【実践】指定入門①／原稿を印刷所に入稿するための ABC 

7. 【講読】市村弘正『小さなものの諸形態』所収のエッセーを読む④「夢の弁証法」「『残像』文化」「落下する世界」 

8. 【講読】同⑤「家族という場所」「在日三世のカフカ」 

9. 【講読】同⑥「考える言葉」「経験の『古典』化のための覚え書」 

10. 【講義】「読むこと」の可能性（市村弘正の思い出） 

11. 【実践】指定入門②／ゲラになった原稿を確認する 

12. 【実践】単行本を編む①／エッセー集の「目次づくり」に挑む 

13. 【実践】単行本を編む②／全体のイメージを確認し、校了にする 

14. 【まとめ】本ができた！／学期の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画のなかの「講読」では、テキスト（エッセー）を読んで、それについてのレポートを持ち寄る（数人の担当者が発表）。「講

義」は、聴講した後、内容を復習して次回に備える。「実践」は、単行本の目次内容と版面のイメージを検討するので、自身のアイ

デアを用意しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業で発表し、意見を述べる(60%)/最終制作物(40%) 
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原則として 3 回以上欠席すると、単位取得不能とする。 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業で発表し、意見を述べる 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 市村弘正、2004、『増補 小さなものの諸形態』、平凡社 (ISBN:978-4-582-76496-3) 

現在、出版社で品切れになっているので、テキストはコピーで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 市村弘正、1994、『小さなものの諸形態』、筑摩書房 (ISBN:4-480-84232-2) 

1 は、テキスト欄に掲載の「平凡社ライブラリー」版の単行本原本。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業ではパワーポイントを用いて、理解の深化を計る。最終的にできあがった単行本は、授業の記念として数冊ずつ学生各自が

持ち帰ることができるようにする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２１ 

(Seminars F21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
合理と非合理 

担当者名 

（Instructor） 
本郷 朝香(HONGOU ASAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生の不条理や不条理に翻弄されることによる苦悩を解消するにあたって、合理性、論理性は有効な手段の一つではあるが、それ

が全てではないということ、合理性によってかえって隠蔽されたり破壊されたりするものがあるのではないかということを日常にお

いて考えるきっかけをつかむ。 

 

By learning of Kant and Fichte’s discussions regarding freedom and necessity, we will seize the opportunity to think about what 

people are born for and how they can or should be in the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニーチェの『悲劇の誕生』を講読し、彼が近代の合理性の何を批判していたのか、生の苦悩を救済するものとして、合理性以外の

何に可能性を見出していたかを追っていく。 

 

We will carefully read The Vocation of Man by Fichte, learning how he internalized Kant’s theory of ethics and provided a unique 

interpretation of necessity, which appears to be controlling the natural world and the freedom of people who live within that 

world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. １章 

3. ２章～３章 

4. ４章 

5. ５章～６章 

6. ７章 

7. ８章 

8. ９章～１０章 

9. １１章 

10. １２章 

11. １３章 

12. １４章 

13. １５章 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決め、担当個所を自分なりにレジュメにまとめて発表してもらいます。担当以外の人にも意見を聞いていこうと思い

ます。各回の授業で扱った問題について説明できるように自分なりにまとめ、次回の授業の予習としてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ニーチェ、2004、『悲劇の誕生』、中央公論新社 (ISBN:4-12-160062-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２２ 

(Seminars F22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
劇映画の面白さとは何かを作り手の立場に立って分析する 

担当者名 

（Instructor） 
井川 耕一郎(IKAWA KOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の面白さとは何かということを，作る側の立場に立って具体的に考察する。 

 

Students will specifically consider the enjoyment of narrative films, taking the standpoint of creators. 

 

授業の内容（Course Contents） 

劇映画の面白さを語るとき，私たちは批評家のまねをして「演出」「脚本」といった言葉をよく使う。けれども，それらの言葉は具体

的に何を指しているのだろうか。 

この授業では，誰もが分かったつもりになっている「演出」や「脚本」について再考するため，作る側の立場からシナリオを読み，シ

ナリオと完成作品との違いから「演出」とは何かを探っていきたい。 

授業ではシナリオ分析を行うので，受講生は次の二つの作業を事前に行っておくこと。一つ目は，ドラマの構成を把握するために

段落分けをすること。二つ目は，そのシナリオの出発点の発想をシナリオライターの立場に立って推測すること。 

分析だけでは物足りない，実際にシナリオを書いてみたい，映画を撮ってみたいというひとがいるようなら，きちんと対応したいと

思う。シナリオの講評，短編映画製作の指導などを行う予定である。 

 

When talking about the enjoyment of narrative films, we often use the words of critics, like "direction" and "screenplay." But to 

what do those words specifically point? 

In order to reconsider the "direction" and "screenplays" that everyone supposedly understands, this class will read scenarios 

from the viewpoint of creators, and will explore what "direction" means through the differences between the scenario and the 

finished work. 

As scenario analysis will be conducted in class, course takers should perform two tasks in advance. The first is to divide the 

drama into paragraphs to grasp its structure. The second is to guess the ideas for the starting point of the scenario from the 

standpoint of the scenario writer. 

The course hopes to properly address anyone who is not content with analysis alone and who wants to actually write a scenario 

or make a movie. The course will critique scenarios and will provide instruction on making a short film. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アンケート，来週までの宿題の提示 

2. 授業スケジュールの説明，シナリオ，プロットの書き方について 

3. 作品分析１ 

プロットまたはシナリオの提出があった場合，講評は翌週に行います。 

（短編映画製作を希望するひとはこの日までに名乗り出ることが望ましいでしょう） 

4. 作品分析１ 

5. 作品分析１ 

6. 作品分析２ 

7. 作品分析２ 

8. 作品分析３ 

9. 作品分析３ 

10. 作品分析４ 

11. 作品分析４ 

12. 作品分析５ 

13. 作品分析５ 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストとなるシナリオは少なくとも三回以上は読み、そのテキストと関連のある監督・脚本家などについては図書館で調べるこ

と。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業のときに配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２３ 

(Seminars F23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自ら哲学する力をつける 

担当者名 

（Instructor） 
相原 博(AIHARA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋の哲学の基本概念を身につけ、哲学がどのような問題に取り組むのかを理解する。古代ギリシアに注目して、哲学の歴史の

流れを理解する。日常生活のなかに隠された哲学的な問題を見出し、自ら考察できるようになる。 

 

Learn the basic concepts of western philosophy and understand what kind of issues philosophy addresses. Focusing on ancient 

times, understand the historic flow of philosophy. Uncover philosophical issues hidden within daily life and become able to 

examine them on your own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

プラトン『饗宴』を熟読し、古代ギリシアの哲学について意見を交換する。『饗宴』は対話文で書かれた著作であり、ソクラテスをは

じめとして、登場人物たちがエロス（愛）をめぐって演説を展開していく。このエロス（愛）は、私たちが言うところの性愛に限らず、

よいもの、美しいものを恋焦がれる営みでもある。エロス（愛）と言えば、男女の性愛を思い浮かべる読者には驚きかもしれない

が、プラトンは究極の奥義として「知への愛」、つまり哲学を語っているのである。プラトンが自分の哲学（イデア論）を展開した本

書は、ルネサンスの文芸をはじめ、愛をめぐる西洋の議論に大きな影響を与えている。『饗宴』を読むことで、そもそもエロス（愛）

とは何か、エロス（愛）は私たちをどこに導くのか、今日でも話題になる哲学の問題を考えてみたい。授業の進め方について、毎

回２名の報告者にテキストの概要を説明してもらう。受講生の学びにつながる授業運営を心がけたい。 

 

Thoroughly read Symposium by Plato and exchange views on Ancient Greek philosophy. Symposium is a book written by a 

dialogue. In it the characters, including Socrates, speak about love. This love is not only what we call erotic love, but also a love 

for good and beautiful things. Surprisingly, Plato speaks of "love for wisdom", or philosophy, as the ultimate secret. This book, in 

which Plato developed his philosophy(the theory of idea), has had a major impact on the Western debate over love, including the 

Renaissance literature. Through reading Symposium, we will consider philosophical issues that continue to be relevant today 

such as, what is love, where does love lead us. Each time classes will consist of 2 students presenting a summary of the current 

text section. Care will be taken to ensure class management that is conducive to students’ learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方。テキストの説明。 

2. 報告と討議１（プロローグと第一章「うたげのはじまり」） 

3. 報告と討議２（第二章「パイドロスの話」） 

4. 報告と討議３（第三章「パウサニアスの話」） 

5. 報告と討議４（第四章「エリュクシマコスの話」） 

6. 報告と討議５（第五章「アリストファネスの話」） 

7. 報告と討議６（第六章「アガトンの話」） 

8. 報告と討議７（第七章「ソクラテス、アガトンと対話する」） 

9. 報告と討議８（第八章「ソクラテスの話」の第一部） 

10. 報告と討議９（第八章「ソクラテスの話」の第二部） 

11. 報告と討議１０（第八章「ソクラテスの話」の第三部） 

12. 報告と討議１１（第九章「アルキビアデス登場」と第十章「アルキビアデスの話」の前半） 

13. 報告と討議１２（第十章「アルキビアデスの話」の後半とエピローグ） 

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） 

『饗宴』の指定箇所（文庫本で１０ページから２０ページ程度）を読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/テキスト読解報告(30%)/議論参加度(20%)/リアクションペーパー(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. プラトン、2013、『饗宴』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:4-33-475276-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中美知太郎、1971、『プラトン「饗宴」への招待』、筑摩書房 

2. 納富信留、2019、『プラトン哲学への旅 エロースとは何者か』、NHK 出版新書 (ISBN:4-14-088602-1) 

3. 金子晴勇、2003、『愛の思想史 愛の類型と秩序の思想史』、知泉書館 (ISBN:4-90-165413-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２４ 

(Seminars F24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と難民をめぐる映画について 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この３０年の間に、ヨーロッパで作られた移民と難民をめぐる映画について、可能な限り地域的な偏りを排して理解すること 

 

Understand through films the problem of immigration in Europe 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学や音楽を通じてではなく、映画を通じて、移民問題を考えることは、この問題への有効なアプローチの方法であると考えてい

る。映画は１２本を選んだ。履修者は、２人から３人で一つのグループを作り、各グループで一本の映画を担当し、発表するゼミ形

式の授業を考えている。 

 

We will deal with 12 films that represent the problem of immigration. La Haine, Bend it like Beckham, In This World. etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の映画の紹介と、担当者を決める 

2. ダミアン・オドネル『ぼくの国、パパの国』 

3. スティーヴン・フリアーズ『堕天使のパスポート』 

4. ファイト・ヘルマー『ゲート・トゥ・ヘヴン』 

5. ローラン・カンテ『パリ２０区、僕たちのクラス』 

6. カメン・カレフ『ソフィアの夜明け』 

7. エマヌエーレ・クリアレーゼ『海と大陸』 

8. ヤセミン・サムデレリ『おじいちゃんの里帰り』 

9. グリンダ・チャーダ『ベッカムに恋して』 

10. マイケル・ウィンターボトム『イン・ディス・ワールド』 

11. マチュー・カソヴィッツ）『憎しみ』 

12. アキ・カウリスマキ『希望のかなた』 

13. ケン・ローチ『エリックを探して』 

14. 移民問題として考えるべき事実を総合的に反省する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の発表者だけが映画をめぐる社会問題をあれこれ準備してくるのではなく、講義で示された問題をそれぞれの受講者が受け

取ることが大切である。したがって、示された問題を自分の問題として復習することこそが、唯一の勉強法と言える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席(20%)/プレゼンテーション(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 野崎歓など、2015 年、『国境を超える現代ヨーロッパ映画２５０』、河出書房新社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２５ 

(Seminars F25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説の語り 

担当者名 

（Instructor） 
滝口 悠生(TAKIGUCHI YUSHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説の読み方の幅と射程を広げること。そのうえで、受講者それぞれが小説の文章に対する自分なりの着眼点や批評性を見つ

け、作品の読みや、創作・研究につなげること。 

 

To develop the way of reading fiction. To find your perspective and criticism of the text. To use them to read, write, and 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小説の文章は、どのようにはじまり、持続し、終わるのか。 

 視点や時制、人称など、いくつかの具体的なポイントをおさえながら、実際に文章を読み、書くことを通して、文章の発生源であ

るところの語り手、そして動力となるところの語り方について考えます。 

 受講者の発表と、発表を受けてのディスカッションを主としますが、具体的な小説作品などを取り上げての講義も適宜行いま

す。 

 発表については、教員が指定した作品について、担当箇所を割り当てて精読のうえ、着眼点や考察を示してもらいます。上記の

授業のテーマを念頭に、その作品の一文一文、一語一語についてできるかぎり丁寧に、時間をかけて読んだ成果を示してくださ

い。 

 

 また、実際に散文（小説ではない）を書いてみること、そしてそれを全員で読み合う作業を行います。具体的には教室を出て全

員で学校周辺を散策し、その記録を文章にしてもらうことなどを予定しています。同じ時間、同じ場所を歩いた経験が、複数の書

き手によって文章という形になる時、そこには自ずとそれぞれの「語り方」が、そしてそれぞれの「語り手」の有り様が現れるはず

です。 

 本授業の教員（滝口）は研究者ではなく実作者＝「書き手」なのですが、小説の語りについて考えることは、書くことと読むことの

両方から考えることが重要だと思っています。なので、創作に興味があるひと、批評や研究を主眼におくひと、いずれも歓迎しま

す。書くと読むが相互に作用し、せめぎ合うような議論、また、それをうながす受講者からの問題提起を期待します。 

 

How does the text of a novel begin, last, and end?  

In this course we will think about the narrator and who is the source of the sentence, and the way of narrative which produce 

text by actually reading and writing in class.  

 

Presentations and discussions by students are the main time. 

Lectures will be given as necessary. 

Workshop on walk and write be also held. It's an experiment on what records different narrators share at the same time and 

place. 

 

Students are required to read the given works carefully in the presentation. 

Anyone who wants to create, critique, or study literature is welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、アンケート 

2. 講義 

3. ワークショップ 

4. ワークショップの講評とディスカッション 

5. ワークショップの講評とディスカッション 

6. 学生による発表 

7. 学生による発表 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 
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11. 学生による発表 

12. 学生による発表 

13. 学生による発表 

14. 学生による発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

※教員や発表担当者の指示があった場合は、当該の作品や資料を読んで授業に臨むことを心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(35%)/提出物(35%)/授業内での発言、参加度など(30%) 

期末レポートは課さないが、ワークショップの課題や、発表の成果としての文章など提出課題はあるのでそのつもりでいてくださ

い。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で決定、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で決定、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

※授業予定は適宜変更もありえます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２６ 

(Seminars F26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と都市表現 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代社会において、都市はさまざまな知識や文化産業の魅力ある集積地として重要な役割を果たしてきた。では、文学はそのよ

うな都市をいかなる原理のもとで表現してきたのか。本演習では日本の近代文学からミステリ、SFまでを手広く扱いながら、この

問いを深めていく。安部公房、村上春樹、エドガー・アラン・ポー、アーサー・クラーク、ポール・オースターらを扱う予定。 

 

In modern society, cities have played an important role because of their affection to accumulate various knowledge and cultural 

industries. So, what are the literary principles for designing cities? In this seminar, we will consider this question in depth while 

covering a broad variety of works from modern Japanese literature to science fiction. The plan is to cover works by Kōbō Abe, 

Haruki Murakami, E.A. Poe, Arthur Clarke and Paul Auster. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一作ずつ文庫本を読んでいく。担当者の発表の後に全員でディスカッション。担当者には毎回課題を出すので、それを踏ま

えたうえで、レジュメを作成すること。 

 

Each time we will read a short paperback book. There will be a whole-class discussion after the designated student’s 

presentation. Each time the designated student will be set an assignment and based on this task they will write a summary 

report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表者の報告＆ディスカッション 

3. 発表者の報告＆ディスカッション 

4. 発表者の報告＆ディスカッション 

5. 発表者の報告＆ディスカッション 

6. 発表者の報告＆ディスカッション 

7. 発表者の報告＆ディスカッション 

8. 発表者の報告＆ディスカッション 

9. 発表者の報告＆ディスカッション 

10. 発表者の報告＆ディスカッション 

11. 発表者の報告＆ディスカッション 

12. 発表者の報告＆ディスカッション 

13. 発表者の報告＆ディスカッション 

14. 発表者の報告＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメの準備。他の参加者も課題テクストを精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/課題提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２７ 

(Seminars F27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習(文章表現) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言葉による表現について具体的に考え、また実作を通して理解を深める。 

 

Through reading the textsand writing their works,students will cultivate their thoughts about linguistic expressions and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語による文章(随筆、エッセイなど)を読み、作品の実作と批評をおこなう。(提出された作品は、印刷して配布し、履修者全員

で読む。)また、ディスカッションを通して各自の考えを深める。 

 

Students will read essays written in Japanese mainly and write their works and critics.Their works submitted will be read in 

class.Through discussions, students will deepen their understanding of linguistic expressions and literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 随筆を読む(資料は配布する)。【文章作品の提出】 

3. 提出された作品の発表と講評１ 

4. 提出された作品の発表と講評２ 

5. 提出された作品の発表と講評３ 

6. 提出された作品の発表と講評４。【文章作品の提出】 

7. 提出された作品の発表と講評１ 

8. 提出された作品の発表と講評２ 

9. 提出された作品の発表と講評３ 

10. 提出された作品の発表と講評４。【文章作品の提出】 

11. 提出された作品の発表と講評１ 

12. 提出された作品の発表と講評２ 

13. 提出された作品の発表と講評３ 

14. 提出された作品の発表と講評４、まとめ。【最終レポートの提出】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題として提出する作品を授業時間外に執筆する必要がある。その他、授業前や授業後などに読んでおくべき資料や書籍があ

る場合は、必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業への参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２８ 

(Seminars F28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宣教師の目を通してみた中国 

担当者名 

（Instructor） 
新居 洋子(NII YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史料を当時の時代背景のなかで読み解くことができる。 

個人的な感想や印象を越えて、客観的な史料批判に基づいた議論を行うことができる。 

 

It is expected that the students become able to interpret the historical materials in the historical context. 

And it is also expected that the students become able to conduct a discussion based on objective criticism of historical 

materials that surpasses mere personal opinions or impressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では（１）中国でのキリスト教宣教の先駆者であるマテオ・リッチ（利瑪竇）の記録、および（２）リッチに関係する研究文献を

取り上げる。 

これらの課題資料を通して、当時（明の時代）の中国の人々による記録には現れない中国の姿や、宣教師自身の世界観や文明

観について議論する。 

履修者は持ち回りで、発表およびコメントを担当し、それらを踏まえて参加者全員で議論する。 

なお、課題資料は基本的に日本語（訳）を用いる。 

 

Reading materials:  (1) a travelogue of a Jesuit missionary Matteo Ricci who stayed in China during the sixteenth and 

seventeenth centuries, and (2) the papers concerning Ricci published in 20th an 21st centuries. 

Each student will asked to give presentations and comments, and participate in the discussions about the images of China that 

does not appear in records of Chinese people at that time, along with the missionary’s own view of the world and civilization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の概要 

2. 中国とヨーロッパの交流史概説、担当箇所の割り振り、発表資料の作り方 

3. リッチ『中国キリスト教布教史』講読（１）：発表・コメント・議論 

4. リッチ『中国キリスト教布教史』講読（２）：発表・コメント・議論 

5. リッチ『中国キリスト教布教史』講読（３）：発表・コメント・議論 

6. リッチ『中国キリスト教布教史』講読（４）：発表・コメント・議論 

7. リッチ『中国キリスト教布教史』講読（５）：発表・コメント・議論 

8. リッチ『中国キリスト教布教史』講読（６）：発表・コメント・議論 

9. 前半のまとめ 

10. リッチ関連研究著作の講読（１）：発表・コメント・議論 

11. リッチ関連研究著作の講読（２）：発表・コメント・議論 

12. リッチ関連研究著作の講読（３）：発表・コメント・議論 

13. リッチ関連研究著作の講読（４）：発表・コメント・議論 

14. 後半のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は発表資料を準備し、担当者以外の参加者も事前に史料を読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内発表(40%)/授業への参加(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マッテーオ・リッチ＆アルヴァーロ・セメード（川名公平訳、矢沢利彦訳注）、1982-1983、『中国キリスト教布教史』全２巻（大航

海時代叢書第２期８・９）、岩波書店 (ISBN:400008528X) 

2. 岡本さえ、2008、『イエズス会と中国知識人』（世界史リブレット）、山川出版社 (ISBN:4634349477) 
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3. 岸本美緒、1998、『東アジアの「近世」』（世界史リブレット）、山川出版社 (ISBN:4634341301) 

テキストの入手については授業内に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平川祐弘、1969、『マッテオ・リッチ伝』全３巻 (東洋文庫 141、624、627)、平凡社 (ISBN:4582801412) 

2. 岸本美緒・宮嶋博史、2008、『明清と李朝の時代』、中央公論新社 (ISBN:4122050549) 

3. 矢沢利彦、1972、『中国とキリスト教――典礼問題』、近藤出版社 (B000J9CLJA) 

4. ジョナサン・スペンス（ 古田島洋介訳）、1995、『マッテオ・リッチ記憶の宮殿』、平凡社 (ISBN:4582482112) 

5. 新居洋子、2017、『イエズス会士と普遍の帝国』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815808891) 

6. 岡本隆司・箱田恵子編、2019、『ハンドブック近代中国外交史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623084906) 

7. マテオ・リッチ（柴田篤訳注）、2004、『天主実義』（東洋文庫 728）、平凡社 (ISBN:4582807283) 

その他、関連する文献は授業内に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU222／文芸・思想文献講読 ２ 

(Preliminary Reading in Philosophy and Creative Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ロシアの現代児童文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
毛利 公美(MORI KUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本文法を確認しながらロシア語のテクストを読み、ロシア文学独特の雰囲気やユーモアを理解する。扱うテクストの文化的背景

にも目を向け、ロシアの文学や社会に対する知識を深める。 

 

By reading some texts in Russian, students will check their knowledge of Russian basic grammar  and understand the unique 

atmosphere and humor of Russian literature. We will also focus on the cultural background of the texts to deepen knowledge 

about Russian literature and society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

プーシキンの物語詩やリズミカルなチュコフスキーの児童向けの詩、革命の詩人マヤコフスキーが新しい時代の子供のために書

いた詩、日本でも「チェブラーシカ」でウスペンスキーのアニメ原作、ブラック・ユーモアが魅力のオステルの作品など、ロシアの児

童文学を読みます。アニメ化された作品や朗読なども参照しながら、楽しく学びます。 

 

We will read mainly Russian children's literature; Pushikin, Chukovskiy, Mayakovskiy, Uspenskiy, Oster etc. Students will also 

enjoy watching animated works and listening to audio books.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明とテクストの選定、テクストに関連するアニメ作品や朗読の視聴 

2. ロシア語テクストの精読 

3. ロシア語テクストの精読 

4. ロシア語テクストの精読 

5. ロシア語テクストの精読 

6. ロシア語テクストの精読 

7. ロシア語テクストの精読 

8. ロシア語テクストの精読 

9. ロシア語テクストの精読 

10. ロシア語テクストの精読 

11. ロシア語テクストの精読 

12. ロシア語テクストの精読 

13. ロシア語テクストの精読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

丁寧に辞書をひいて予習を必ずしてきてください。単語の意味だけでなく、変化形やアクセントもきちんと調べること。復習として

は、読んだテクストの朗読を聞いて音読練習をすることを期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業準備(40%)/授業中の出来具合(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読するテクストはプリントで配布し、文法書や背景知識などの参考文献は授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU223／文芸・思想文献講読 ３ 

(Preliminary Reading in Philosophy and Creative Writing 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スペイン語文献を読解する 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の文献読解力をつける。 

 

This course aims to help students improve their reading skills in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語の文献読解量をスピーディーにあげていくことをつうじて、スペイン語の読解力を身につける。受講生のレベルに応じ

て読解文献の難易度を設定していくが、少なくとも初級スペイン語修了者以上を対象とする。 

 

This course aims for students to improve the ability to read and translate Spanish articles into Japanese. Students must have 

finished the beginners level of Spanish. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体説明、文献資料配付 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第３課 

5. 第４課 

6. 第５課 

7. 第６課 

8. 第７課 

9. 第８課 

10. 第９課 

11. 第 10 課 

12. 第 11 課 

13. 第 12 課 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、１課分の予習は必ず終えていること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業準備度(80%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

25%以上の欠席は履修の意志なきものとみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU301／文学講義 ４０１ 

(Lectures on Literature 401) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論 1 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と政治・社会との関わりを学ぶことを通じて、主体的かつ批判的な思考を身につける。  

 

Through learning about the connection between literature and politics/society, develop independent and critical thinking.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文学と国家・権力との関係、文学に対する弾圧・規制、言論出版の自由や表現の自由について、近現代の日本文学を中心に考

察する。テーマは文学だが、政治制度や法律等への言及が非常に多くなる。 

 

Centering on modern Japanese literature, we will study the relationship between literature and the state/authority; 

oppression/regulation of literature; and freedom of speech, press and expression. Although the class theme is literature, 

references to political systems and laws become highly numerous. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス  

第 1 回レポート課題提示 

2. 政治・国家・権力 

3. 文学と政治       

第 1 回レポート提出日 

4. 文学に対する規制１（江戸編）  

5. 文学に対する規制２（戦前編）  

第 1 回レポートに対する講評・書き方指導 

6. 文学に対する規制３（占領期編） 

7. 文学に対する規制４（戦後編） 

8. 文学と司法１    

中間レポート提出日 

9. 文学と司法２     

中間レポートに対する講評・書き方指導 

10. 文学と司法３ 

11. 表現の規制１ 「禁止」される表現 

12. 表現の規制２ 自粛・自己規制 

13. 講義全体のまとめ   

テストに向けてのアドバイス 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

2 回のレポート提出があり、未提出者にはテスト受験を認めない。授業計画の欄にレポート提出日が記載されている。第１回目は

新学期早々なので、あらかじめ準備をしておくとよい。参考文献欄にある本を読むことが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/第一回レポート(30%)/中間レポート(30%) 

第 1 回レポートと中間レポート未提出者には最終テスト受験を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。参考文献は授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森鴎外、『ヰタセクスアリス』 
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2. 永井荷風、『歓楽』 

3. 江戸川乱歩、『芋虫』 

作品の出版社は問わない。その他の参考文献は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

筆記テストは、持ち込み不可で長文を書かせる。日本語として読むに堪える文章が書けることを受講者に要請する。出席は成績

評価に加えないが、授業に出席しないで書けるような容易なテスト問題は作成しないので、そのつもりで。配布資料は最小限で、

基本は板書、ノートをきちんととる必要がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU302／文学講義 ４０２ 

(Lectures on Literature 402) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論 2 

担当者名 

（Instructor） 
荏開津 広(EGAITSU HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀、グローバルに私たちの住む世界を覆うカルチャーの大きな流れの一つは、1970 年代のニューヨークをルーツに持つヒッ

プホップから発展したものである。他人の音楽をプレイする DJ、歌ではなくリズミカルなお喋りのラップなど、短命な若者向けの流

行だと思われていたヒップホップがいかなる政治的、経済的、文化的利害と結びついていたのか、なぜローカルな文化と経験を

超えたのか。 

また日本にも定着し、幅広くポピュラー・カルチャーから初等教育の場においてまで取り入れられている。ここでは、ヒップホップと

いう装置がいかに日本で働いたか、日本のヒップホップがいかに新しい言語を獲得したかを探る。 

 

In the 21st century, one of the major cultural trends covering the global world we live in developed from hip hop that started in 

New York in the 1970s. What political, economic, and cultural interests were associated with hip hop, which was thought to be a 

short-lived trend for young people, with its DJs who play other people's music and rappers who do not sing but rap rhythmically, 

and why did this culture go beyond its local culture and experience? 

Also, having become popular even in Japan, it is now widely incorporated into areas ranging from popular culture to elementary 

education. Here we will explore how hip hop as a mechanism operated in Japan and how Japanese hip hop acquired new 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル文化対ローカル文化という図式を越えて、テキスト、映像、音源などを材料に「日本」の「ヒップホップ」とは何かを探り

理解する。以下の授業計画は予告なしに変更有。 

 

Going beyond viewing hip hop from the global vs local culture perspective, we will use materials such as text, video and sound 

sources to explore and understand what Japanese hip hop is. The lesson plan below is subject to change without prior notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「日本の」ヒップホップとは何か？  

2. ヒップホップとは何か  

3. ヒップホップとは何か？ 2 

4. グラフィティの背景 

5. グラフィティの歴史 1 

6. グラフィティの歴史 2 

7. 現代美術とグラフィティ 

8. ストリートアートとグラフィティ 

9. ブレイクビーツとは何か？ 

10. ブレイクビーツとは何か 2  

11. ラップの前に何があったか 

12. ラップの解析 １ 

13. ラップの解析 2 

14. ヒップホップはいつ死ぬのか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定した資料を読み込んでくること  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業への積極的な参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて配布 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU303／文学講義 ４０３ 

(Lectures on Literature 403) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論 1 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

優れた文芸批評・文学理論はそれ自体が、思考を強く刺激する優れた「作品」としての価値を有している。本講義ではその魅力の

一端に触れ、文学をより多面的に考える視座を得ることを目的とする。 

 

Outstanding literary criticism/literary theory has its own value as a brilliant ‘creation’ that strongly stimulates thought. In this 

lecture, we will aim to touch on some of this attractive value and develop a perspective that allows us to think more broadly 

about literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀後半の文芸理論の主要なキーワード（ポストモダニズム、ナショナリズム、複製芸術、ジェンダー、セクシュアリティ、ポスト

コロニアリズム、フォルマリズム等々）を解説するとともに、最近の日本の批評のトピックについても随時紹介する。理論の解説に

加えて、テクストの現物そのものに触れてもらうことを重視する（なお下記の授業計画は変更される可能性がある）。さらに、今年

度はアジアの文学的テクストも紹介する予定。 

 

Along with explaining major keywords in literary theory from the latter half of the twentieth century (postmodernism, 

nationalism, reproduction art, gender, sexuality, postcolonialism, formalism, etc.) we will also introduce, as necessary, topics 

which have recently come under review in Japan. In addition to explaining the theory, the emphasis will be on increasing 

students’ exposure to the actual texts (also, the lesson plan below may change). Also, the intention is to introduce some of this 

year’s literary texts from Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ポストモダンとは何か 

3. 同上 

4. ナショナリズムとグローバリズム 

5. 同上 

6. ジェンダーとセクシュアリティ 

7. 同上 

8. 複製芸術と消費社会 

9. 同上 

10. ポストコロニアリズム 

11. 同上 

12. まなざしの政治学 

13. 同上 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考図書を授業中に紹介するので、興味をもった本は各自手にとってみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席＋コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布する 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU304／文学講義 ４０４ 

(Lectures on Literature 404) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論 2 

担当者名 

（Instructor） 
武田 将明(TAKEDA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

批評について考える 

 

Think about criticism 

 

授業の内容（Course Contents） 

批評とは何か、という問いに明確な答えはない。批評は哲学や文学といった、特定分野の名前ではないからだ。とはいえ、批評

は古代から現代まで、世界の様々な場所で存続してきたし、批評全般の特徴といえるものが、その痕跡も含めて何ひとつ見つか

らないと言い切るのも、かえって批評を過剰に特殊なものに見せてしまう。 

批評は、哲学や文学以上に、この世にありふれている。けれども、いや、おそらくあまりに普通に存在するがゆえに、改めて「批評

とは何か」と言われると困ってしまうのだ。 

他方で、最近は批評に元気がないといった物言いが聞かれる。そもそも肉体を持たない批評が元気だったり不元気だったりでき

るのか、という素朴な疑問はさておき、現代の文化状況の中で批評が機能不全に陥っているとすれば、その理由はどこにあるの

か。 

この授業では、なぜ人は批評するのかという、批評の必要性をめぐる問いから出発し、次いで古代から現代まで、西洋と日本の

批評史をたどると共に、さまざまな学問分野と批評の関係についても考察することで、批評が社会でどのような役割を果たしてき

たのかを明らかにしたい。最終的には、現代の世界で批評はどうあるべきなのか、というアクチュアルな問いに挑むことになるだ

ろう。 

つまり、批評とはどのような営為なのか（即自的な問い）、批評の役割とは何か（対自的な問い）、批評はどうあるべきなのか（総

合的な問い）、という３つの側面から、批評について考えることになる。講義形式を取りながらも、授業で言及する重要なテクスト

については、授業前に pdf ファイルの形で配布し、授業内で学生と意見を交換する時間を設ける。また、毎回のリアクションペイ

パーに記された感想も、可能な限り授業内容に反映させたい。 

 

There is no clear answer to the question of what criticism is. This is because criticism is not the name of a specific discipline, 

such as philosophy or literature. Be that as it may, criticism has been in existence from ancient times to the present day in 

many different regions across the globe. Also, stating with certainty that there is not even a single characteristic that could be 

said to broadly apply to all criticism, or evidence of its existence, would result in criticism being presented as more unique than 

it actually is. 

Criticism is common throughout the world beyond philosophy and literature. However, despite being very commonly occurring, it 

is likely that if asked “What is criticism?”, you will struggle to answer. 

On the other hand, there has been talk of criticism recently lacking energy. Putting aside the simple question of whether 

something like criticism, which is not a living creature, can have or lack energy in the first place, if criticism is failing to function 

properly in contemporary culture, then where does the reason lie? 

In this class, we will start by asking a question surrounding the need for criticism, namely “Why do people criticize?”. Next, along 

with tracing the history of criticism in the West and Japan from ancient times to present day, we will consider the relationship 

between criticism and various academic fields. Through this process we will shed light on what kind of role criticism has played 

within society. Ultimately, we are going to attempt to answer the very real question of how criticism should be in the modern 

world. 

Put simply, we will think about criticism through the following three dimensions: What kind of human activity is criticism? (thing-

in-itself question), What is the role of criticism? (being-for-others question), How should criticism be? (comprehensive 

question). While adopting a lecture format, important texts we will deal with during classes will be distributed as pdf files before 

lessons. Also, I will set aside in-class time to exchange ideas and opinions with students. Moreover, the intention is to make 

lecture content reflect as much as possible the feedback students provide on the Reaction Paper for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分析（１）：批評の終焉 

2. 歴史（１）：プラトニズム 
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3. 歴史（２）：古典主義 

4. 歴史（３）：ロマン主義 

5. 歴史（４）：モダニズム 

6. 分野（１）：哲学 

7. 分野（２）：社会学 

8. 分野（３）：言語学 

9. 分野（４）：心理学 

10. 日本（１）：中世・近世 

11. 日本（２）：明治・大正 

12. 日本（３）：昭和・平成 

13. 分析（２）：批評の理論 

14. 分析（３）：批評の力 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配布するプリントは、指定の範囲を読んでから参加すること。これとは別に、Blackboardを利用して批評文献を pdf で配

布するので、これも授業内に指示される期限内に読むことが求められる。中間レポートは１１回の授業までに提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペイパー等による評価(30%)/中間レポート(Mid-Term Report)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

成績評価は、リアクションペイパー等から判断される授業への取り組み、「批評とは何か」に関する意見をまとめた中間レポート、

そして自分の考える批評を実践した最終レポートの３つを総合しておこなう。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献はプリントや pdf で配布するが、授業内で取り上げた他の書物も受講者が自主的に読むことにより、さらに深い学習

が可能となる。取り上げる予定の書物は、いずれも批評に関する基本文献なので、図書館等で簡単に見つけられるだろう。読み

たい書物が見つからない場合は、講師に相談すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU305／文学講義 ４０５ 

(Lectures on Literature 405) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論 1 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「アメリカス」とヨーロッパ世界の接触領域を考える。 

 

Rethink the contact zone between "Americas" and the West. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「アメリカス」とヨーロッパ世界の接触をつうじて、いかなる知の植民地主義が構築されていったかを理解する。また、独立以後、そ

うした知の植民地主義がいかなるしかたで（ポストコロニアル的に）「アメリカス」のナショナリスティックな言説を構造化していった

かを考える。 

 

Understand the colonialism of knowledge built through the contacts between the "Americas" and "the West". How such forms 

of knowledge and colonialism have structured mutually during colonial era,  and since independence how the nationalistic 

discourse of the "Americas" has appropriated it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体説明、「外」を考えるとは何か 

2. わたしたちの中の「オリエンタリズム」 

3. 知の植民地主義（１） 

4. 知の／と植民地主義（２） 

5. 知の／と植民地主義（３） 

6. 知の／と植民地主義（４） 

7. 知の／と植民地主義（５） 

8. 知の／と植民地主義（６） 

9. 知の／と植民地主義（７） 

10. ナショナリズムと知の植民地主義（１） 

11. ナショナリズムと知の植民地主義（２） 

12. ナショナリズムと知の植民地主義（３） 

13. ナショナリズムと知の植民地主義（４） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポートを複数回課す予定なので、課題図書・文献（英語文献を含む）を入手し、提示されたトピックについて執筆する必要があ

る。事前に図書・文献を入手し、読んでおくこと。どのレポートも指定された授業日以外には受け取らない。またそれとは別に最終

テストを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(40%) 

25%以上の欠席は履修の意志なきものとみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU306／文学講義 ４０６ 

(Lectures on Literature 406) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論 2 

担当者名 

（Instructor） 
三吉 美加(MIYOSHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米国の黒人・ラティーノ・カリブ系集団の文化表象：歴史的社会的な考察 

 

Cultural representation of African American, Latino and Caribbean groups in the USA 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、米国のアフリカ系アメリカ人、ラティーノ、カリブ系のコミュニティを検討し、彼らの文化表象を歴史、社会、文化の関

係性からみていく。また、人種、エスニシティ、ジェンダー、セクシャリティなどの視点から各集団を多角的に考察する。文化表象は

音楽、ダンス、アート、ファッションなどを含む。 

 

In this lesson we will consider the communities of African American, Latino and Caribbean peoples in the U.S. and look at their 

cultural representation through the relationships between history, society and culture. Also, we will consider each group from 

several perspectives, including the viewpoints of race, ethnicity, gender, sexuality, etc. Cultural representation includes music, 

dance, art, fashion, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 米国とカリブ海社会の概要 １ 

2. 米国とカリブ海社会の概要 ２ 

3. 生活経験とリズム、ことば、ポエトリー 

4. アフリカ系アメリカ人のコミュニティ：黒人らしさとは？ 

5. JAZZから Soul Music まで １ 

6. JAZZから Soul Music まで ２ 

7. メキシコ系コミュニティ１ 

8. メキシコ系コミュニティ２ 

9. プエルトリコ系コミュニティ 

10. ニューヨーク市のプエルトリコ系とドミニカ系 

11. マイアミのキューバ系 

12. ニューヨークのドミニカ系コミュニティ 

13. ヒップホップ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(70%)/発言＆コメント(20%)/リアクションペーパー(10%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)85%, 平常点(In-class Points)15% (リアクションペーパー5%授業内での積極的態度,10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三吉美加、2014、『米国のラティーノ』、大学教育出版 

毎回、プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 国本伊代編、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 

2. 国本伊代編、2013、『ドミニカ共和国を知るための 60 章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０７ 

(Lectures on Literature 407) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マンガ／アニメ表現論 1 

担当者名 

（Instructor） 
石岡 良治(ISHIOKA YOSHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 200 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なアニメ表現の魅力を捉える 

「歴史や社会」のコンテクストと、作品内在的批評の両者の重要性を学ぶ 

「ファンカルチャー」が表現の受容において惹き起こす「好悪」を各自の問題として捉える 

 

Grasp the appeal of various animated forms of expression. 

Learn about the importance of both historical/social context and immanent critique for creative pieces of work. 

Each student should consider personally the issue of comprehending the ‘likes and dislikes’ brought about by how creative 

expression is received by fan culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は日本のポピュラーカルチャーにおいて大きな存在感をみせるアニメについて、「文化批評／評論」の観点から考察する

試みである。 

同時に、受講者は中間レポート執筆を通じて、アニメ表現についての批評的アプローチを学ぶことになるだろう。 

メディアミックスが一般化している現在、アニメは、マンガや実写のテレビドラマや映画などと多種多様な関係を取り結ぶ。だが、ミ

スマッチを起こしやすいことも広く知られており、「アニメ化」が必ずしも作品ファンに歓迎されるとは限らなくなっていることもある。

このことは現代文化における「視覚イメージ」の役割と、作品受容における「ファンカルチャー」の両義的な位置付けを示している

ように思われる。 

以上の現状認識を前提にしつつ、本講義は現在のアニメ表現が直面している諸問題について、例えば「『君の名は。』が活気付

けつつある青春アニメ映画」「日本アニメにおける 3DCG の位置付け」といった、アクチュアルかつ身近な題材を手がかりにしつ

つ、複数の観点を「同時に」意識しつつ考察していきたいと考えている。 

 

後半扱ういくつかの題材については、受講者のリクエストも参考にする予定である。 

よって、一部題材についてはシラバス変更の可能性があり、そのさいには事前告知する。 

この種の講義では、各自の関心にとって「好きなカルチャーか否か」が焦点となりやすい状況があるが、本講義では「嫌い／苦手

なカルチャー」「無関心なカルチャー」との関係についても同時に目を向けるようにしたい。 

 

This lecture attempts to study Anime, which has a significant presence in Japanese popular culture, from a cultural 

criticism/critique point of view. 

Concurrently, through writing an interim report, students will learn about critical approaches to viewing animated forms of 

expression. 

At this present time of widespread mixed media use, Anime is linked in a wide variety of ways to Manga, and live-action 

television dramas or films. However, it is widely known that animating works often causes mismatches, thus turning existing 

works into Anime is no longer always welcomed by fans of the original pieces. It is thought that this reaction demonstrates the 

ambiguous role of visual image in modern culture and the uncertain nature of how creative works are received by fan culture. 

Setting recognition of the current situation outlined above as a precondition, this lecture looks at the various issues present-

day animated forms of expression are facing. The intention for example is while considering Anime critically using existing 

familiar material, to be simultaneously aware of multiple perspectives, such as the teen Anime movie scene recently energized 

by the film “Your Name.” and the placement of 3D computer graphics in Japanese Anime. 

 

The plan is to consider student requests when deciding on several works to cover in the second half of this lecture series. 

Accordingly, there may be changes to some of the materials listed in the syllabus, but advanced notice will be provided. 

In this kind of lecture, it is easy for a situation to occur where individual interests, regarding whether a culture is one you like or 

not, become the focus. However, in this lecture we will also look at our relationship to cultures we dislike, find hard to 

understand, or are not interested in. 

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（１） 

イントロダクション：日本におけるアニメーションと「アニメ」 

2. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（２） 

アニメにおける「一般向け」と「マニア向け」 

※中間レポートその 1：プリントを参考に、ディズニー・ピクサー・ジブリ（およびポストジブリ）「以外」のアニメを選び、考察せ

よ（可能な限り「深夜アニメ」あるいは「過去のアニメ」） 

3. 古典カートゥーン・アニメーションと日本の戦前アニメーション（１） 

チェイスカートゥーンと動物寓話 

4. 古典カートゥーン・アニメーションと日本の戦前アニメーション（２） 

アニメーションとプロパガンダ 

5. 東映動画からスタジオジブリへ 

6. 宮崎駿『On Your Mark』とアニメの系列的読解 

7. 『耳をすませば』から『君の名は。』へ：「青春ラブコメ」という題材 

※中間レポート：スタジオジブリ・細田守・新海誠・片渕須直・ディズニー・ピクサーなど「以外」の、 

日本の「アニメ」作品についてのレポート 

8. ファンカルチャーの役割：二次創作と参加／体験型コンテンツの現在 

9. 『魔法少女まどか☆マギカ』と TVアニメの構成要素 

10. オープニングとエンディング映像からアニメ史を考える 

11. アニメをめぐる「欲望」とジェンダー 

12. 『ヤマト』『ガンダム』『エヴァ』とミリタリーイマジネーションからの逸脱 

13. アイドルアニメと 3DCG：ターゲット層の越境可能性をさぐる 

14. 現代アニメの展望 

講義のまとめ 

※最終レポート「各自が好きなアニメについて、これまでの講義をふまえつつ分析せよ」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中間レポートと学期末レポート、計 2 回のレポート提出が課せられているので、各自の関心に応じて、積極的にアニメ作品と、そ

れを取り巻く状況について考えるようにすること 

配布プリントで紹介する文献、および講義で用いる作品については、全体を紹介することができないので、予習復習につとめるこ

と 

 

現代日本のアニメ文化について踏み込んだ言及を行うので、必ずしも多くの前提知識は要さないが、一定の関心をもつこと。とり

わけ「ディズニーとジブリアニメにのみ関心がある」者は、現代日本の深夜アニメに積極的に関心をもち、事前視聴に努めることで

その状態を脱することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/リアクションペーパーの内容(20%) 

最終レポート提出の条件として、二つの中間レポートを必ず両方とも提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石岡良治、2019、『現代アニメ「超」講義』、PLANETS/第二次惑星開発委員会 (ISBN:9784905325130) 

2. 石岡良治、2015、『「超」批評 視覚文化×マンガ』、青土社 (ISBN:9784791768417) 

 

参考文献（Readings） 

1. マーク・スタインバーグ、2015、『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』、角川書店 (ISBN:9784040800196) 

2. 津堅信之、2017、『新版 アニメーション学入門』、平凡社新書 (ISBN:9784582858365) 

3. 細馬宏通、2013、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか: アニメーションの表現史』、新潮選書 (ISBN:9784106037351) 

4. 宇野常寛、2017、『母性のディストピア』、集英社 (ISBN:9784087711196) 

5. 土居伸彰、2017、『21 世紀のアニメーションがわかる本』、フィルムアート社 (ISBN:9784845916443) 

6. 高瀬康司、2019、『アニメ制作者たちの方法』、フィルムアート社 (ISBN:9784845918089) 

その他、講義中に随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０８ 

(Lectures on Literature 408) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マンガ／アニメ表現論 2 

担当者名 

（Instructor） 
鷲谷 花(WASHITANI HANA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 150 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・「メロドラマ」―罪なく徳高い犠牲者をめぐる善と悪との二元論的対立を、受け手の感情と感覚に直接訴えかけつつ繰り広げてみ

せるドラマ―の様式及び想像力は、時代、国境、メディアとジャンルの境界を超えて、多様なヴァリエーションを生み出してきた。こ

の授業では、英語圏における文化研究の重要な概念のひとつとなっている「メロドラマ」の概要を学び、かつ、第二次世界大戦後

日本のマンガ及びアニメにおけるメロドラマ的な様式と想像力について考察する。 

・異なる地域、異なるメディア・ジャンルの繋がりを、先行論に即して把握し、かつそこに個別の作品がどのように位置づけられる

かを、適切な根拠に基づいて検証する。 

・大衆的エンターテインメントとしての視覚的ジャンルにおける「倫理・道徳」のありかたについて分析し、言語化するための知識と

スキルを身につける。 

 

・The style and imagination of "melodrama" - the dramatic-narrative mode that describes Manichean conflict between good and 

evil through passion of innocent and virtuous victim and directly appeals to feeling and emotion of the audience - has created 

various variations across time, borders, media and genres. In this course, we will learn the outline of "melodrama" which is one 

of the important concepts of cultural studies, and consider the melodramatic style and imagination in Japanese manga and 

animation after World War II. 

・We try to understand the connection between different regions, media, and genres in accordance with the prior theory, and to 

examine how individual works can be positioned in such networks.  

・We also try to develop knowledge and skills to analyze and articulate "moral" in the popular visual culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「メロドラマ」は、１８世紀末に欧米で舞台演劇ジャンルとして成立し、１９世紀には舞台と小説メディアを介して世界的に普及し、２

０世紀初頭に映画がストーリーを語りはじめた際には重要なリソース源となり、その後、テレビドラマ、アニメーション、漫画、報

道、広告等々に浸透してきた。戦後日本のマンガ及びアニメにも、メロドラマの多様なヴァリエーションを見出すことができる。授

業では、英語圏のメロドラマ研究について概説しつつ、メロドラマの定義、歴史、日本におけるメロドラマの受容と独自の展開につ

いて学び、昭和戦後から現代に至るまでのマンガ及びアニメ作品における「メロドラマ的想像力」についても分析・考察を試みる。 

 

"Melodrama" was established as a theatrical genre in Europe at the end of the 18 century, and then spread worldwide through 

stage and novel media in the 19 century, and became one of the important resources for motion picture that began to tell 

stories in the early 20 century. Variations of "melodrama" also can be found in manga and anime in postwar Japan. In this 

course, we will learn about the definition and history of melodrama, the acceptance of melodrama in Japan, and its unique 

development.  We will also learn about the fruits of English melodrama studies. And we will consider the "melodramatic 

imagination" in manga and anime from the Showa period to the present Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～今後の授業の進め方について説明 

2. メロドラマとは何か～ピーター・ブルックス『メロドラマ的想像力』について 

3. メロドラマにおける「ヒーロー」「犠牲者」「悪漢」の三角形 

4. メロドラマにおけるセンセーショナリズムとセンチメンタリズム 

5. メロドラマにおけるジェンダー（１） 

6. メロドラマにおけるジェンダー（２） 

7. 手塚治虫の「メロドラマ的想像力」（１） 

8. 手塚治虫の「メロドラマ的想像力」（２） 

9. メロドラマにおけるアクションとモラル（１）－『ルパン三世 カリオストロの城』考察 

10. メロドラマにおけるアクションとモラル（２）－『天空の城ラピュタ』考察 

11. 「ボーイ・ミーツ・ガール」～「ラスト・ミニッツ・レスキュー」―新海誠のメロドラマツルギー 

12. メロドラマにおける「唖者」（１）―メロドラマにおける「声・言葉を奪われた犠牲者」イメージの系譜 

13. メロドラマにおける「唖者」（２）―『聲の形』考察 
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14. 越境するメロドラマ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・メロドラマ論の主要文献は日本語訳されていないものが多いため、ピーター・ブルックス、クリスティン・グレッドヒル、ベン・シンガ

ーらによるメロドラマ論の訳の抜粋をプリントで配布する。必ず目を通してから授業に参加すること。 

 

・授業では次のマンガ、アニメ、映画作品を取り上げる予定のため、とりわけ全編を授業時間内に映写不可能な長編劇場用映画

作品については、授業前に観ておくことが望ましい。 

『レ・ミゼラブル』（トム・フーパ―監督、2012 年） 

『タイタニック』（ジェームズ・キャメロン監督、1997 年） 

『トガニ～幼き瞳の告発』（ファン・ドンヒョク監督、2011 年） 

『隠し砦の三悪人』（黒澤明監督、1958 年） 

手塚治虫『地底国の怪人』、『リボンの騎士（少女クラブ版）』、『ブラック・ジャック』 

『ルパン三世 カリオストロの城』『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』（宮崎駿監督） 

『君の名は。』『天気の子』（新海誠監督） 

大今良時『聲の形』、『聲の形（劇場版）』（山田尚子監督） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ピーター・ブルックス、2002、『メロドラマ的想像力』、産業図書 (ISBN:978-4782801390) 

2. ジョン・マーサー、マーティン・シングラー、2013、『メロドラマ映画を学ぶ：ジャンル・スタイル・感性』、フィルムアート社 

(ISBN:978-4845913008) 

3. ジョージ・スタイナー、1995、『悲劇の死』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-08225-1) 

英語の主要なメロドラマ論の抜粋訳をプリントで配布する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU310／文学講義 ４１０ 

(Lectures on Literature 410) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説創作論 2 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いま、日本で小説を書くということに必要な幾つかの問題を（体験的に）話していくので、そこからさらに自分にとって必要なことを

身につける 

 

In this course, we will read various texts that represent Japanese literary criticism.  

 

授業の内容（Course Contents） 

講義担当者は長年、日本で「文芸批評」を書いてきたが、この数年、二作の「小説」を書いた。あと数年、小説を書くことになるだろ

う。なぜ、いま、小説を書くことにしたのか、何が小説を書かせているのか、ということを講義の最初に話したうえで、現代日本文

学の担い手の中で学生にとって大切だと思われる作家を紹介し、その技法や思想について解説します。 

 

We will read Sayaka Murata, Tomoyuki Hoshino, Yusuke Kimura, Risa Wataya and Korean modern Literature etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フェイクの時代に、どうして小説を書く必要があるのか（１） 

2. フェイクの時代に、どうして小説を書くという選択をしたのか（２）～体験的小説論 

3. 村田沙耶香『生命式』について 

4. 星野智幸の「新しい政治小説」について 

5. 木村友祐の小説をめぐって（できれば「幼な子の聖戦」について） 

6. 綿矢りさの近作について 

7. 韓国の現代文学について 

8. ウンベルト・エーコの晩年の作品がどれほど偽書と戦っていたかについて 

9. カメル・ダーウド『もうひとつの『異邦人』』について 

10. 批評理論（１） ジェンダー論とクィア理論 

11. 批評理論（２） 精神分析批評 

12. 批評理論（３） ポスト・コロニアリズムと文学 

13. ウエルベックとラシュディを隔てるもの――社会を規定する文学とは何か 

14. 自分で書いていくなかで考えておかなければならないこと（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

体験的小説論、という内容は半分くらいなので、残りは批評理論と現代作家論という構成。したがって、講義で示された作家の作

品は復習としてできるだけ読んで欲しい。 

 

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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■AU312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４１２ 

(Lectures on Literature 412) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩創作論 2 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 150 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩・詩論の読解と理解を通して各自の言語観を深める。詩の実作もおこない、言葉による表現について理解を深める。言語表現

の多様な方法に触れて、言葉に関する理解を深める。 

 

Through reading poetry,poetics specifically and understanding them,students will cultivate their thoughts about language and 

linguistic expressions.Students will experience various ways of linguistic expressions and deepen their understanding of language 

and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期から現在に至る近現代詩史をふまえながら、詩作品を読み、日本語の詩の可能性に迫る。実作・作品提出とその講評も

おこなう。 

 

Through reading poetry in Japanese from the Meiji period to present,thinking of the history of modern Japanese poetry,students 

will experience the possibility of Japanese poetry and linguistic expressions.Students will write their poems and works submitted 

will be read in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 明治期の詩、『新体詩抄』とその周辺。島崎藤村『若菜集』、川路柳虹「塵塚」など。 

3. 三木露風、北原白秋、石川啄木など。 

4. 萩原朔太郎『月に吠える』他、『詩の原理』など。詩と散文、韻文と散文の問題。 

5. 西脇順三郎『Ambarvalia』と『あむばるわりあ』、『超現実主義詩論』など。 

6. 宮沢賢治『春と修羅』、尾形亀之助『障子のある家』など。【作品提出＝あらかじめ詩作品を書いてきて授業の際に提出す

る。】 

7. 【提出された詩作品の講評。】 

8. 中原中也『山羊の歌』『在りし日の歌』など。 

9. 金子光晴『現代詩の鑑賞』など。戦後詩、詩誌「荒地」とその周辺、鮎川信夫、田村隆一など。 

10. 左川ちか、石垣りん、茨木のり子、伊藤比呂美など。 

11. 石原吉郎『サンチョ・パンサの帰郷』『水準原点』、『日常への強制』など。 

12. 現代の詩について１ 

13. 現代の詩について２ 

14. まとめ【レポート提出＝学期末のレポートを書いてきて授業の際に提出する。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に、必要があれば適宜おこなう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(40%)/授業内に指示した提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 蜂飼耳(編)、2013、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩 3 なやむ』、ゆまに書房 

2. 蜂飼耳(編)、2017、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩 6 わらう』、ゆまに書房 

資料は必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU313／文学講義 ４１３ 

(Lectures on Literature 413) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー論 

担当者名 

（Instructor） 
虎井 まさ衛(TORAI MASAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的・文化的「性」であるジェンダーが生活の細部に宿るという気付きを始点とし，性の多様性，人間の多様性について考えを

拡げる機会を提供する。 

 

Starting with the realization that gender, which is a social and cultural construct, dwells in the fine details of life, we will provide 

students with an opportunity to expand their thinking on gender diversity and human diversity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師は実際に女から男に性転換し，戸籍上も男になった者で，肉体だけではなくジェンダーそのものも移行する体験をした。女で

あった時と男になった時，社会の眼はどう変わったか。女の世界と男の世界はどう違い，どう同じなのか。毎回が性別についての

希有な体験授業であるような講義にしていきたい。 

 

This course’s lecturer is actually someone who changed his sex from female to male and became male on official Japanese 

census records (in the family register). Therefore, he has experienced not only a physical transition, but also the transition of 

gender itself. How did he change in the eyes of society from when he was a woman to when he became a man? What are the 

differences between a man's world and a woman’s world and which aspects are the same? The intention is for each lecture to 

be a rare experience-based lesson about gender. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多様な性ついて  

2. 性別の習得について  

3. 性別違和感について  

4. 性の変更について  

5. 社会がつくる性について  

6. 宗教と性的少数者について 

7. デートＤＶについて／前半の補足 

8. 法的性別について  

9. 性別変更特例法について  

10. 特例法要件から外れる当事者について 

11. 性同一性障害の現状について  

12. ドキュメンタリー作品の解説と視聴（１） 

13. ドキュメンタリー作品の解説と視聴（２） 

14. 今後の課題と展望について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本はテキストの精読。参考文献，色々な媒体の作品や資料については毎回紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

コメントカード上の成りすまし，私語には特に厳しい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 針間克己他、2011、『性同一性障害って何？』増補改訂版、緑風出版 (ISBN:9784846111014) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南野智恵子他、2013、『性同一性害の医療と法』、メディカ出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU315／文学講義 ４１５ 

(Lectures on Literature 415) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸編集論 

担当者名 

（Instructor） 
熊沢 敏之(KUMAZAWA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いまや古典となりつつある基本的な戦後批評の文献を概観しながら、社会と思想とメディアの機能について「批評的」「根源的」に

考える力を培う。また、批評の興亡を通時的に見極めることで、現代の思想状況に対しても主体的に、根拠を示しながら判断・評

価することができるようにする。こうした読書と研究の実践によって、批評意識をもった社会人へと成長する。 

 

By reading basic postwar criticisms, which are now becoming classics, students will be able to think critically and fundamentally 

about society, thought itself, and the media. In addition, by learning the history of criticism, students can learn to judge and 

evaluate the current grounds of ideological situations and become a critically conscious member of society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会批評の形成・流通・普及の過程を、日本における人文書の興亡とジャーナリズムの展開のなかで考える。敗戦後の 1945年

から 1980 年代まで、もっとも精彩を放ちながら戦後日本をリードした思想家と人文書、および出版人に焦点を合わせ、その思想

が社会に与えたインパクトと意味を析出する。現役の出版人による戦後出版通史、人文学史。 

 

In this course, an active publisher lectures on the history of postwar publication and books on humanities.  The course 

considers the process of the formation and spread of social criticism while focusing on the thinkers, books on humanities, and 

publishers that most remarkably influenced postwar Japan from 1945 to the 1980s. Finally, students consider those thoughts' 

impact on and meaning in our society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方を提示しながら、人文書を読むことの意義を再確認する。 

2. 社会科学から人文学へ：社会科学と人文学は本質的にどこが違っているのか？ 戦後思想を考察するための基礎的な定

義を試みる。 

3. 8 月 15 日からの出発――丸山眞男①：『世界』の創刊（1946 年）と丸山眞男「超国家主義の論理と心理」を中心に、戦後ジ

ャーナリズムの始まりを見る。 

4. 8 月 15 日からの出発――丸山眞男②：「超国家主義の論理と心理」を精読し、「抑圧移譲」など丸山政治学の基礎的発想

の意味を再検討する。 

5. マルクス、リベラル、保守：講和条約から 60 年安保闘争へと至る時代に現れて戦後思想の基盤を形作った、「左・右」さまざ

まな思潮を概観する。 

6. 60 年安保とマスコミ知識人――清水幾太郎①：戦後最大の大衆運動となった 60 年安保闘争の渦中に進出したマスコミ知

識人の活動を、清水幾太郎による啓蒙に探る。 

7. 60 年安保とマスコミ知識人――清水幾太郎②：清水幾太郎『現代思想』（1966 年）を参照しながら、清水の右派への「転向」

と 60 年安保以降の思想の転換点を探る。 

8. 戦後の終焉と日本民俗の再発見――柳田國男：戦後の終焉と高度経済成長の開始とともに見直された日本の民俗文化

を、柳田國男『遠野物語』を中心に解説する。 

9. 在野思想家の顚覆戦略――吉本隆明：東京オリンピックを経た高度経済成長時代を挟み、既成知識人を圧倒した在野思

想家・吉本隆明の知的戦略に迫る。 

10. 文化人類学と新しい知――山口昌男：歴史主義的思考に異を唱えた山口昌男の「中心と周縁」論と、構造人類学がもたらし

た新しい知の誕生の成否を探る。 

11. 言語学から構造主義へ――翻訳書の時代：レヴィ＝ストロースの人類学と、それに影響を与えたソシュール『一般言語学講

義』における構造主義の衝撃を読む。 

12. 伝統からの応答①国文学――西郷信綱：伝統的な人文学はいかに革新を果たしたのか？ 国文学者・西郷信綱の著作を

もとに、古典を読むことの意味を再発見する。 

13. 伝統からの応答②歴史学――網野善彦：伝統的な人文学はいかに革新を果たしたのか？ 日本史学者・網野善彦の著作

に、新しい人文学誕生の可能性を見る。 

14. クライシスから精神史へ――藤田省三／市村弘正:1970 年代以降の時代のクライシスに直面しながら、古典を参照しつつ

現代を考えるための「精神史」の誕生を見極める。 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回異なる思想家を取り上げるので、きちんと復習して次回の授業との連続性を把握できるようにしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/1 回の授業ごとに出席の感想を提出する(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは多岐にわたるので、授業ごとにレジュメとして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 丸山眞男、2010、『丸山眞男セレクション』、平凡社 (ISBN:987-4-582-76700-1) 

2. 清水幾太郎、1966、『現代思想』下、岩波書店 

3. 柳田國男、1976、『遠野物語・山の人生』、岩波書店 (ISBN:978-4-003-31381-7) 

4. 吉本隆明、1982、『改訂新版 共同幻想論』、角川学芸出版 (ISBN:978-4-041-50101-6) 

5. 山口昌男、2013、『山口昌男コレクション』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-09559-6) 

6. 西郷信綱、1967、『古事記の世界』、岩波書店 (ISBN:978-4-004-14023-8) 

7. 網野善彦、1996、『増補 無縁・公界・楽』、平凡社 (ISBN:978-4-582-76150-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義形式を中心としながら、パワーポイントで図版資料などを多数掲げる。パワーポイントのデータは、授業の前に授業支援シス

テムからプリントアウトできるようにする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU316／文学講義 ４１６ 

(Lectures on Literature 416) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
演劇 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 敦(SASAKI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本演劇の歴史と要点を理解する。 

 

Understanding the history and gist of contemporary Japanese theater. 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な作品を観ることで日本の現代演劇の特徴を知り、そこに示された複数のテーマについて考えてゆく。 

 

By watching the modern Japanese plays/performances, thinking about Japan society and Japanese language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／この講義の方針と方法 

2. ゼロ年代の演劇、その１ 

3. ゼロ年代の演劇、その２ 

4. ゼロ年代の演劇、その３ 

5. ゼロ年代の演劇、その４ 

6. 90 年代以前の演劇、その１ 

7. 90 年代以前の演劇、その２ 

8. 2010 年代、その１ 

9. 2010 年代、その２ 

10. 2010 年代、その３ 

11. 2010 年代、その４ 

12. 日本現代演劇の特徴、その１ 

13. 日本現代演劇の特徴、その２ 

14. まとめ、2020 年代の演劇 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内で逐一、指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU318／哲学講義 １ 

(Lectures on Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋哲学 

担当者名 

（Instructor） 
堀 千晶(HORI CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イメージじたいに内在する思考について考えること。 

 

We think about the underlying thoughts behind the images our minds create. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの哲学者ジル・ドゥルーズ『シネマ』（第 1巻 1983 年、第２巻 1985 年）は、映画論ともいえず、哲学書ともいえないが、し

かし、厳密にそのどちらでもあるような、きわめて不思議な本である。そのなかには、映画ばかりでなく、小説を考えてゆくうえでの

ヒントもあり、哲学もあり、また現代の世界を考える手がかりも無数に含まれている。本講義では、ドゥルーズ『シネマ』を読みなが

ら、主に哲学と映画について、より一般的に言うなら、思考とイメージについて、そして身体について、政治について考えてゆき、

映画の断片も見ることにしたい（たとえば、エイゼンシュテイン、フォード、ヒッチコック、ゴダール、ヴィクトル・エリセ、ブレッソン、オ

リヴェイラ、相米慎二、黒沢清など）。また、適宜、ドゥルーズの他の著作（とりわけイメージ論）や、他の著者の著作、他のジャン

ルに話を広げてゆく。 

 

“Cinéma” (two volumes published in 1983 and 1985) by French philosopher Gilles Deleuze cannot be described as film theory or 

a book on philosophy, but it is a highly curious book that strictly speaking includes content from both of these fields. The book 

is not all about movies and includes hints for when considering novels, some philosophy, and also countless clues for thinking 

about the world of today. In this lecture, while reading “Cinéma” by Deleuze, we will mainly think about philosophy and cinema, 

but more generally speaking we will consider thinking and how we visualize things. Other topics covered will include the physical 

body and politics. Also, we will watch movie clips (Eisenstein, John Ford, Hitchcock, Godard, Víctor Erice, Bresson, Manoel de 

Oliveira, Shinji Sohmai, Kiyoshi Kurosawa, etc.). Furthermore, where appropriate we will broaden topics of discussion to include 

other works by Deleuze (largely imagery theory), literary works by other authors and other genres. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 映画とベルクソン――イメージとは何か？ 

3. モンタージュ 

4. 知覚と歪んだ空間 

5. 感情と顔、そして顔以下のもの 

6. ヒッチコックの偉大 

7. 戦前／戦後――筋立ての崩壊？ 

8. 身体という岩石 

9. 脳への衝撃――神経系 

10. 映画、光、信仰 

11. 映像と音楽、ノイズと声 

12. 映画の夢、革命の夢 

13. イメージの砂漠 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本をたくさん読み、映画をたくさん見ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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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■AU319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU319／哲学講義 ２ 

(Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東洋哲学 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東洋哲学は，西洋とは異なるどのような問いに導かれていたのか，そこにどのような新たな可能性を読み取れるのか。こうした点

を理解し，また自力で考察する視座を得ること。  

 

What kind of line of questioning guided the progress of eastern philosophy and differs from the West? Also, what kind of new 

potential can be derived from this questioning? Understand these points and also autonomously develop the outlook required to 

study them.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストとして中国思想の基本用語集を用いるが、各回では、そこに項目として立てられていないマイナーなテーマをあえて扱う。

先行研究の内容を紹介するとともに、教員自身も関連資料の解釈を試みる。これらのテーマと、通常基礎知識として扱われてい

る事項との関係を確認するとともに、マイナーな思想史現象の側から発想する新たな哲学的思考の可能性についても言及した

い。 

 

The basic glossary of Chinese thought is used as a textbook, but each time, I dare to deal with minor themes that are not set 

as entries in it. In addition to introducing the contents of previous researches, the instructor will also try to interpret the related 

materials.I would like to confirm the relationship between these themes and items that are usually treated as basic knowledge, 

and mention the possibility of new philosophical thinking that comes from the side of minor thought history phenomena. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 伝統文化全般にかかわるテーマ（１） 

3. 伝統文化全般にかかわるテーマ（２） 

4. 儒教にかかわるテーマ（１） 

5. 儒教にかかわるテーマ（２） 

6. 諸子百家にかかわるテーマ（１） 

7. 諸子百家にかかわるテーマ（２） 

8. 道教・仏教にかかわるテーマ（１） 

9. 道教・仏教にかかわるテーマ（２） 

10. 近世思想にかかわるテーマ（１） 

11. 近世思想にかかわるテーマ（２） 

12. 明末清初から近代にかかわるテーマ（１） 

13. 明末清初から近代にかかわるテーマ（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲として指示された事前提示資料を読んでくること。資料は当該授業回の１週間前までに Blackboardにアップロードする。

予習・復習においては、テキストに指定した用語集を最大限に参照し、問題の背景や事項間の関連の把握に努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパー(30%) 

コメントペーパーは出席確認を兼ねる。なお、75%以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 湯浅邦弘編著、2020 年 2,808 円、『中国思想基本用語集』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623087365) 

授業時には資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. アンヌ・チャン、2010、『中国思想史』、知泉書館 (ISBN:9784862850850) 

2. 湯浅邦弘編著、2010、『概説 中国思想史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623058204) 

3. 溝口雄三ほか編、2001、『中国思想文化事典』、東京大学出版会 (ISBN:9784130100874) 

その他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習資料提示等のために Blackboard を用いる予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU320／哲学講義 ３ 

(Lectures on Philosophy 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術論１ 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 Ｊ．(IGARASHI JANNU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旧石器時代洞窟壁画研究の現状を学び、それをてがかりにヒトとは何か、ヒトはなぜ生き延びることができたのかという哲学的・

人類学的な問いに自ら考察を加えることができるようにする。 

 

This course aims to teach the actualities of researching paleolithic cave art, so that students can consider philosophical and 

anthropological questions: "What is a human being? Why did human beings survive until now?" 

 

授業の内容（Course Contents） 

ホモ・サピエンスの一部がアフリカ大陸を離れ、ユーラシア大陸に移動し、世界中に拡散した。西へと向かったホモ・サピエンスは

自然主義的な美術を開花させた。それがヨーロッパ後期旧石器時代美術である。耐久性のある支持体に残された美術は何万年

も経た現在でも見ることができる。ラスコー、ショーヴェ、アルタミラなどフランスやスペインで数多く発見されている、岩壁という動

かすことのできない支持体を用いた洞窟壁画はよく知られている。また、オーストリアのヴィレンドルフの「ヴィーナス」像など、石

や骨や牙など動かすことができる支持体を使った動産美術がある。本授業では、洞窟壁画、動産美術、さらに装身具に関する研

究についても紹介する。技法、年代決定法、主題、解釈、社会、人類学など様々な視点から当時の美術、ヒトにとっての美術につ

いて考える。 

 

Some groups of homo sapiens departed from Africa to Eurasia and then migrated all over the world. Homo sapiens who went to 

the West developed naturalistic art, that is, Upper Palaeolithic Art in Europe. The art on durable rock still remains even after 

tens of thousands of years. Cave art on immobile rock in France and Spain is well known: Lascaux, Chauvet, Altamira, and so 

on. Venus figurines, for example, the Venus of Willendorf in Austria, are transportable, so we call such objects made of small 

stones, bones, and ivories "mobile art." In this course, studies of cave art, mobile art, and accessories are presented. Students 

consider Paleolithic art from many views: technique, dating, theme, interpretation, society, anthropology, and so on. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ラスコー洞窟（フランス、ドルドーニュ県）を中心に 

2. 洞窟壁画の動物主題：ウマ、バイソン、マンモス 

ショーヴェ洞窟（フランス、アルデシュ県）やルフィニャック洞窟（フランス、ドルドーニュ県）を中心に 

3. 動産美術（１）：彫像（女性小立像、動物彫刻など） 

ヴィレンドルフ（オーストリア）、ドルニ・ヴェストニッツェ（チェコ）を中心に 

4. 洞窟壁画の記号：テクティフォルム、クラヴィフォルム 

フォン＝ドゥ＝ゴーム洞窟やレ・コンバレル洞窟（フランス、ドルドーニュ県）を中心に 

5. 動産美術（２）：刻画、浮彫り 

ラ・ヴァッシュ洞窟〈フランス、アリエージュ県）やラ・マドレーヌ岩陰（フランス、ドルドーニュ県）を中心に 

6. 洞窟壁画の解釈：「芸術のための芸術」、狩猟呪術、増殖のための呪術、トーテミズム、シャーマニズム、神話、象徴など 

レ・トロワ＝フレール洞窟（フランス、アリエージュ県）を中心に 

7. 動産美術(３):装飾された道具や装身具 

マス＝ダジル洞窟〈フランス、アリエージュ県）を中心に 

8. 洞窟壁画の年代決定法（１）：相対的年代決定法、様式論（ブルイユとルロワ＝グーラン） 

ペール＝ノン＝ペール洞窟（フランス、ジロンド県）を中心に 

9. 洞窟壁画の年代決定法（２）：「直接的」年代決定法（放射性炭素年代測定法）、壁画を覆う方解石の年代（ウラン系列法） 

クーニャック洞窟（フランス、ロット県）やショーヴェ洞窟（フランス、アルデシュ県）を中心に 

10. 美術の「誕生」 

ブロンボス洞窟（南アフリカ）を中心に 

11. 認知考古学、進化心理学、ホモ・サピエンスの拡散、そして中石器時代、新石器時代へ 

スペイン・レバント美術など 

12. 洞窟壁画の技法、絵具 

ニオー洞窟（フランス、アリエージュ県）を中心に 

13. 旧石器時代美術の発見史と保存について 
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アルタミラ洞窟（スペイン、カンタブリア州）を中心に 

14. 補足説明（日本の更新世美術：旧石器時代、縄文草創期） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席態度(30%)/報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 五十嵐ジャンヌ、2020 年（発売予定）、『洞窟壁画考』、青土社 

 

参考文献（Readings） 

1. 海部陽介、五十嵐ジャンヌ、佐野勝宏、2016、『世界遺産ラスコー展』、毎日新聞社、TBSテレビ 

2. P.アッコー、A.ローゼンフェルト、1971、『旧石器時代の洞窟美術』、平凡社 

3. 横山祐之、1992、『芸術の起源を探る』、朝日新聞出版社 (ISBN:4022595418) 

4. D.ルイス＝ウィリアムズ、2012、『洞窟のなかの心』、講談社 (ISBN:4062176130) 

5. 港千尋、2001、『洞窟へ―心とイメージのアルケオロジー』、せりか書房 (ISBN:4796702334) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

洞窟壁画のヴァーチャル見学（フランス語、英語、スペイン語）サイト 

ラスコー洞窟（フランス、ドルドーニュ県） 

http://archeologie.culture.fr/lascaux/fr 

ショーヴェ洞窟（フランス、アルデシュ県） 

http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr 

フォン＝ドゥ＝ゴーム洞窟（フランス、ドルドーニュ県） 

http://font-de-gaume.monuments-nationaux.fr/fr/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AU322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU322／哲学講義 ５ 

(Lectures on Philosophy 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題 1 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学者エーリヒ・フロム（1900-80）の著作を読み、その鍵概念である「自由」「服従」「愛」「生産的」「悪」「持つ／在る」など

を理解し、それらを援用・批判して自分自身と現代社会について思索できるようになること。 

 

Read written works by social psychologist Erich Fromm (1900-1980) and understand key concepts such as freedom, conformity, 

love, evil, being productive, and the ideas to have or to be. Become able to support or criticize Fromm’s concepts and 

contemplate one's own self and modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、『自由からの逃走』や『愛するということ』で知られるフロムの著作を通して、学生が単に知識を増やすのではなく、自

ら考えてアウトプットしていく、社会心理学および哲学入門となる。各授業は毎回、前半・後半に分かれる。前半は、学生からのコ

メントメールを紹介し、それに対して講師からコメントや補足説明をするフィードバック応答。授業の後半は、以下の「授業計画」に

そって（学生の理解度によって変更もありうる）、講師がフロムの思想や概念を（できるだけ平易に）紹介、解説する。 

 

This class is an introduction to social psychology and philosophy. Through written works by Fromm, who is known for books 

such as Escape from Freedom and The Art of Loving, students will not merely increase their knowledge, but also think for 

themselves and produce work based on their opinions. Every time classes will be split into a first half and a second half. In the 

first half, the lecturer will present comment on emails written by students and provide supplementary explanation. In the second 

half, the lecturer will introduce Fromm’s thinking and concepts (as simply as possible) in accordance with the lesson plan below 

(this plan may change based on student feedback). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・人物について 

2. 自由からの逃走（１） 自由と個人の解放 

3. 自由からの逃走（２） 宗教改革・近代人の不安と自由 

4. 自由からの逃走（３） 自由からの逃避のメカニズム 

5. 人間における自由（１） 人道主義的倫理とパーソナリティ 

6. 人間における自由（２） 生産的・非生産的「構え」 

7. 人間における自由（３） 道徳的能力 

8. 愛するということ（１） 技術としての愛 

9. 愛するということ（２） 親の愛・性的愛 

10. 愛するということ（３） 自己愛・利己主義 

11. 悪について（１） バイオレンス・ネクロフィリア・バイオフィリア 

12. 悪について（２） 自由・決定論・二者択一論 

13. 生きるということ（１） 持つことと在ること 

14. 生きるということ（２） 新しい人間、新しい社会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／各テキスト指定箇所を事前に読んでおく。 

復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋客観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回授業へのコメント(60%)/授業末レポート(40%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (コメントメール 20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ブラックボード」上にアップする。 
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参考文献（Readings） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。授業中に使用したパワーポイントデータ等は、ブラックボー

ド上にアップします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU323／哲学講義 ６ 

(Lectures on Philosophy 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題 2 

担当者名 

（Instructor） 

小平 健太(KODAIRA KENTA) 

鈴木 信一(SUZUKI SHINICHI) 

猪口 純(INOGUCHI JUN) 

丸山 諒士(MARUYAMA RYOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学をめぐる問題とそれに対する思考法をさまざまな哲学者・思想家から学び、哲学史の基礎を知るとともに、最終的にみずから

哲学的に考える力を身に付けることを目指す。授業を通じて知識・理論をただ学ぶだけではなく、同時にそれを実践する術を身に

付けることによって、各個人が興味をもつさまざまな文化的事象に自ら問いを立て解決するための基礎体力を養う。  

 

The course aims to study problems involving philosophy and ways of thinking about these from a variety of philosophers and 

thinkers, as well as to learn about the basics of philosophical history and finally instill the ability to think philosophically on one's 

own. By not only acquiring knowledge and theory through classes but also instilling techniques for practicing these, the course 

will cultivate the basic capability in individuals to pose and solve questions in response to cultural events of personal interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は哲学・思想を扱います。哲学という学問の固有性は、さまざまな文化的事象を考える、その「考え方」そのものを真正面

から取り扱うことにあります。そこに哲学の重要な特徴があると言えるでしょう。そこで本講義では、各セクション毎に四名の担当

者の専門性を生かすことで、学生諸君の問題意識喚起に資することを目指します。 

私たちや、世界が、あるいは事物が「存在」するとは、どういうことでしょうか。そもそも「存在」など、どうやって問うことができるの

でしょうか。私たちが生きる「世界」とは何でしょうか。私たちの「世界観」はどうやって形成されてきたのでしょうか。そして、私たち

の「身体」はその世界とどう繋がっているのでしょうか。他者との身体的接触とは何を意味するのでしょうか。さらには、こうした問

題を考え、「言葉」にしていく私たちの営みは何を意味するのでしょうか。その「言葉」・「言語」は、なぜひとつなのではなく、世界中

にさまざまな言語として存在するのでしょうか。また言葉を学ぶとは何を意味するのでしょうか――こうした問題を前に、私たちも

これまでの哲学者・研究者たちの言語に耳を傾けながら、多くの文化的事象についてさまざまな角度から哲学的に考察していき

ます。 

こうした観点のもと、本講義は「存在」・「世界」・「身体」・「言語」という四つの主要な哲学的トピックをめぐって、哲学的思考がもつ

意義の射程について検討します。はじめに、小平が全体を統括して、講義全体の流れを作り、第一のトピック「存在」について検

討します。それを受けて、猪口が「世界」について、それに続き鈴木が「身体」について、そして最後に丸山が「言語」についてそれ

ぞれ哲学的考察を展開します。 

 

This lecture will take up philosophy and thought. The uniqueness of the academic discipline of philosophy is that, in considering 

diverse cultural events, it directly addresses the matter of "how to think" itself. This can be considered an important 

characteristic of philosophy. In this lecture four teachers will utilize their expertise and make the characteristics of each way of 

thinking clear. The aim is to contribute by evoking within you students’ interest in, and awareness of, the issues.  

What does it mean for us, the world, and things to "be"? How do we think about "being" in the first place? What is the "world" 

in which we live? How has our "view of the world" been formed? How is our "body" connected to the world? What does 

physical contact with others mean? And furthermore, what sort of endeavor is that thinking about these issues and turning 

them into "words"? Why isn’t "language" as one language, but as various languages around the world? What does it mean to 

acquire these languages? Tackling such questions, we will listen to the words of past philosophers and researchers, and 

philosophically consider numerous cultural events from a variety of angles.  

Based on such perspectives, this lecture will examine the range of significance of philosophical thinking in four major 

philosophical topics; "being", "world", "body" and "language".  First, lecturer Kodaira will take the overall lead and determine 

the structure of all lectures, and examine the first topic "being". This will be followed by lecturer Inoguchi developing 

philosophical considerations about "world", followed by lecturer Suzuki about "body" and finally, by lecturer Maruyama about 

"language".  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――授業の狙いと進め方 ・ これまで哲学とは何を問題としてきたのか 

2. 「存在」をめぐる哲学的問い（１） ―― 「存在」とは何か、存在を「問う」とはどういうことか 
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3. 「存在」をめぐる哲学的問い（２） ―― 自分の「存在」と他者の「存在」／自分を知るとはどういうことか・他者を知るとはどう

いうことか 

4. 「存在」をめぐる哲学的問い（３） ―― さまざまな〈モノ〉の「存在」を問う 

5. 「世界」をめぐる哲学的問い（１） ―― 「世界」とは何か、それについて私たちは何を知り得るか  

6. 「世界」をめぐる哲学的問い（２） ―― 世界認識の前提への疑い 

7. 「世界」をめぐる哲学的問い（３） ―― 世界をめぐる〈複数のリアリティ〉 

8. 「身体」をめぐる哲学的問い（１） ―― 多様な「身体」の現れ方 

9. 「身体」をめぐる哲学的問い（２） ―― 「身体運動」を生成する理論〈オートポイエーシス論〉 

10. 「身体」をめぐる哲学的問い（３） ―― 「身体運動」と他者〈カップリングシステム〉 

11. 「言語」をめぐる哲学的問い（１） ―― コミュニケーションにおける「言語」の透明性と不透明性 

12. 「言語」をめぐる哲学的問い（２） ―― 言語による実践：解釈可能性と不可能性 

13. 「言語」をめぐる哲学的問い（３） ―― 静的な言語観と動的な言語観 

14. まとめ――哲学の諸問題「存在」・「世界」・「身体」・「言語」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業においてスライド・板書した内容を復習し、次回の授業に備えること。 

 

各テーマ終了後、2000 字程度の小レポートを 1 週間で書いて提出します。4 回の小レポートがあります。 

この他の授業時間外の学習に関する具体的な指示は、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート①(20%)/小レポート②(20%)/小レポート③(20%)/小レポート④(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度、資料を配布します。 

授業内容に直接関連する一次資料は、その都度授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村井則夫、2016、『人文学の可能性――言語・歴史・形象』、知泉書館 (ISBN:9784862852328) 

2. 新田義弘、1989、『哲学の歴史――哲学は何を問題にしてきたか』、講談社 (ISBN:4061489771) 

3. 伊藤邦武、2012、『物語哲学の歴史――自分と世界を考えるために』、中央公論新社 (ISBN:9784121021878) 

4. 山下和也、2010、『オートポイエーシス入門論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623056033) 

5. 野矢茂樹、2004、『語りえぬものを語る』、講談社 (ISBN:9784062170956) 

6. 長尾伸一、2015、『複数世界の思想史』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815807962) 

7. 飯田隆、2016、『規則と意味のパラドックス』、筑摩書房 (ISBN:9784480097439) 

その他の文献については、その都度授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は配布資料、スライドを参照しつつ、適宜板書を行うこともあります。各自、必要に応じてノート等を用意してください（授業

への PC の持ち込みと使用は可）。 

講義の目的は、必ずしもひとつの答え、またその答えの客観性を得ることではありません。各講義のはじめに、前回提出してもら

ったリアクションペーパーの中からいくつかご紹介します。毎回テーマとなっている事象を自由に捉え、また他の学生がどのように

考えているのか、事象を捉えるさまざまな視野そのものを身に付けるよう、意識して講義に参加してください。  

 

注意事項（Notice） 
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■AU324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU324／哲学講義 ７ 

(Lectures on Philosophy 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
死生論 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 紀子(OOKUBO NORIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の伝統的な死生観を知ることによって，生と死の問題についてより広い視野から多面的に考えていくことができるようになる

ことを目標とする。 

 

The aim here is that by understanding the traditional Japanese view of life and death, students will become able to consider the 

issue of life and death multilaterally and from a broader perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本では生と死，あるいは生者と死者が截然とわけられることはなく，互いに作用しあうものと考えられてきた。例えば，生は擬死

を経ることによって刷新され，充実したものとなるとされ，また，死者は生者のはたらきかけによって新しい境地に至ることができ

ると考えられてきた。本講義では，最初に神道，国学の文献によって生と死がどのようにとらえられているかを把握し，次に「擬死

再生」，「祖先祭祀」について考察することによって生と死の位相を明らかにする。 

 

In Japan it has historically been thought that there is no sharp distinction between life and death, or the living and the dead, and 

that they interact with each other. For example, beliefs include life being reformed and becoming fulfilled through feigning death 

and that the deceased can reach a new place or state based on the approaches taken by the living. In this lecture, students will 

acquire understanding of how life and death are perceived by Shintoism and the study of ancient Japanese literature and 

culture. Next, we will elucidate the coherence of life and death by studying the beliefs of “feigning death to reform life” and 

“ancestral ritual”. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序１「生」という言葉について 

2.  ２「死」について 

 ３「伝統的」ということの意味 

3. 本論 

一 神道，及び国学にみる死生観 

 １『古事記』，日本書紀』の死生観 

 （１）神道について 

       ・神の定義  ・神道の定義 

4.     ・神道の根底にある観念 

5. （２）『古事記』，『日本書紀』にみる死生観 

    ・黄泉がえり ・天の岩屋戸 

6.     ・三重の采女  ・気涸れ 

7. ２平田篤胤の死生観 

 予備的知識 ・国学について 

       ・人が神となるということについて 

8. （１）人が死後神となるということの意味 

    ・神となる条件 

    ・神のはたらき 

9. （２）幽冥界のありさま 

 （３）人の在るべき姿 

10. 二 生と死の位相 

１「擬死再生」 

 （１）成人儀礼 

11. （２）羽黒山秋の峰入り  

12. ２死で終わるのではない 

 （１）他界 
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  ・三つの他界観 ・大祓 ・この世と他界との接点 

13. （２）死者と生者の相互的はたらきかけ 

  ・『万葉集』にみる死者と生者の相互的はたらきかけ 

  ・祖先祭祀 

14.   ・死者との再会―モリ供養 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は特に必要としない。復習については初回の授業で詳しく説明するが、レポート作成のために、毎回、授業の内容に対する

自分自身の考え、あるいは質問を整理、ないしは展開して、ノートに書き残しておくことが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(86%)/出席および受講態度(14%) 

遅刻は認めない。初回に受講心得，評価基準について説明するので受講希望者は必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU325／哲学概論 １ 

(Introductory Lectures on Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「西洋哲学」で「哲学する」 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

AE326「人間と哲学１」と同一科目。重複履修不可。教育学科の学生は AE326 を登録す

ること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・西洋哲学の基本的な流れや重要な考えを理解する。 

・「哲学する」仕方の基本を身につける。 

・自分で「哲学する」ための道具として西洋哲学の枠組みを理解する。 

 

・ Understand the basic flow and important ideas of Western philosophy. 

・ Learn how to “philosophize” by yourself. 

・ Understand the framework of Western philosophy as a tool for "philosophize". 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に西洋哲学史の流れに沿った講義をします。ただし、哲学者の名前と概念を暗記することを目指すことはしません。「哲

学」とは、覚えることではなく、自ら考えることにありますので、自ら「哲学する」ことができるために、そのツールとして、西洋哲学

の歴史や基本的な考え方を身につけることを目指します。 

 

そのため、できるだけ履修者とのインタラクティブな対話を設ける予定です。まず毎回日常的な場面で発せられる「問い」を提示し

ますので、履修者は事前にそれを考えてもらいます。それへの応答というかたちで、西洋哲学の考え方を説明していきます。授業

中でも履修者との対話をできるだけ設ける予定です。 

 

For this reason, we plan to have interactive dialogue with students as much as possible. The students will be required to answer 

in advance to questions that can be asked in everyday situations. The course will be proceeded in response to the answers, by 

using ideas elaborated in Western philosophy. We plan to have as much dialogue with the students as possible during class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「哲学する」とは 

2. プラトンとアリストテレス 

3. キリスト教とスコラ哲学 

4. デカルトとパスカル 

5. スピノザとライプニッツ 

6. ヴォルテールとルソー 

7. カントとヘーゲル 

8. マルクス、ニーチェ、キルケゴール 

9. ベルクソンとフッサール 

10. ウィトゲンシュタインとハイデガー 

11. サルトルとレヴィナス 

12. 構造主義とポスト構造主義 

13. 分析哲学 

14. 現代のさまざまな哲学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の講義で扱う「問い」についてあらかじめ考え、Blackboardに投稿してください。 

中間レポートでは、授業で扱う哲学者のテクストについて、関心をもったものについて参考文献を参照しながらまとめていただき

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加度(30%)/中間レポート(20%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)50%, 平常点(In-class Points)50% (授業参加度 30%,中間レポート 20%) 
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テキスト（Textbooks） 

用いません（適宜プリントを配布します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 貫成人、2008、『図説・標準 哲学史』、新書館 

2. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史―古代から中世へ』、岩波書店 

3. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史―近代から現代へ』、岩波書店 

そのほか適宜授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU326／哲学概論 ２ 

(Introductory Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
基本用語集による中国哲学史 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

AE327「人間と哲学 2」と同一科目。重複履修不可。教育学科の学生は AE326 を登録す

ること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、 

（１）中国哲学史についての基礎的な知識について説明できること、 

（２）重要な理論や概念を理解し、哲学的問題の思考に適用できること、 

である。 

 

The goals of this coursse are to 

(1) obtain basic knowledge about the history of Chinese philosopy. 

(2) be able to understand important theories and concepts in Chinese phiosophy, and apply them to thinking on philosophical 

issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストとして中国思想の基本用語集を用い、それにもとづいて中国哲学史の概要を説明する。重要な理論については、それを

手がかりとしてどのような哲学的思考が展開できるかという可能性についてもあわせて説明する。 

 

Using a basic glossary of Chinese thought as a textbook, I will outline the history of Chinese philosophy based on it. For 

important theories,  

I will also explain the possibility of developing philosophical thinking with them as clues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 伝統文化―三千年の歴史を彩る―（１） 

3. 伝統文化―三千年の歴史を彩る―（２） 

4. 儒教―中国思想の本源―（１） 

5. 儒教―中国思想の本源―（２） 

6. 諸子百家―深まりゆく思索―（１） 

7. 諸子百家―深まりゆく思索―（２） 

8. 道教・仏教―人々の心を支えるもの―（１） 

9. 道教・仏教―人々の心を支えるもの―（２） 

10. 近世思想―朱子学・陽明学の世界―（１） 

11. 近世思想―朱子学・陽明学の世界―（２） 

12. 明末清初から近代―新中国への胎動―（１） 

13. 明末清初から近代―新中国への胎動―（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲として指示された範囲のテキストを読み、その内容にかかわる課題（Blackboard 上に小テストを設定する）に対応したう

えで授業に臨むこと。各回の予習範囲については第１回の資料で提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/予習テスト(20%)/コメントペーパー(20%) 

予習テストとコメントペーパーの提出窓口は BlackBoard上に設定する。<BR>コメントペーパーは出席確認を兼ねる。なお、75%以

上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class 

Points)40% (予習課題 20%,コメントペーパー20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 湯浅邦弘編著、2020 年 2,808 円、『中国思想基本用語集』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623087365) 

授業時には資料を配付する。 
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参考文献（Readings） 

1. アンヌ・チャン、2010、『中国思想史』、知泉書館 (ISBN:9784862850850) 

2. 湯浅邦弘編著、2010、『概説 中国思想史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623058204) 

3. 溝口雄三ほか編、2001、『中国思想文化事典』、東京大学出版会 (ISBN:9784130100874) 

その他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習課題等のために Blackboard を用いる予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU327／現代倫理 

(Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「対話」について考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 香織(SATO KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義においては、「対話の思考」を学ぶ。この授業の終了時には、学生は、哲学的文章を解釈し、「対話」の意義についての議

論ができるまでの力を身につけることを目標とする。 

 

This course introduces the dialogical thought. At the end of the course, participants are expected to interpret the philosophical 

text and discuss the signification of the dialogue. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、「対話の思考」の諸概念と原理、とりわけ「対話」を通じて築かれる「私」と「あなた」の関係の形成を扱う。また、哲学

的文章を理解し、論述する力を獲得する。 

 

This course deals with the concepts and principles on dialogical thought : especially, the formation of the relation between "I" 

and "you" . It also helps students acquire an understanding of the philosophical texts and skills in writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「対話の哲学」とは何か 

2. ソクラテス的対話の吟味：プラトン『ソクラテスの弁明』 

3. 「話を聞かないものに、話を聞いてもらうことは可能か」：プラトン『国家』 

4. 〈我〉と〈汝〉の関係：ブーバー『我と汝』 （１） 

5. 呼びかけと応答：ブーバー『我と汝』 （２） 

6. 「互いに共に語り合うこと」としての共同相互存在：レーヴィット『共同存在の現象学』 

7. 「物語ること」と「新しい思考」：ローゼンツヴァイク 「新しい思考」 

8. 言語を対話から思考すること：フンボルト『双数について』から 

9. 「相互性」がいかに成り立つかについて：レーヴィットによるまとめ 

10. 「教え」が意味すること：「教え」（『レヴィナス著作集２』より） 

11. 「顔」と倫理：レヴィナス『全体性と無限』から 

12. 「声」と自己：デリダ『声と現象』（１） 

13. 時間と自己触発：デリダ『声と現象』（２） 

14. まとめおよび試験準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回共通の予習として、回ごとに渡された配布プリントの熟読をし、わからない文章に下線を引き、どういう意味なのか自分で考

えておく。 また、復習として、毎回出された問いについて考え、次の授業までにこたえを準備しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(20%)/コメントシート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回資料をプリントの形で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村岡晋一、2008、『対話の哲学 ドイツ・ユダヤ思想の隠れた系譜』、講談社 (ISBN:4062584263) 

その他の参考文献は、授業内で指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU368／文学講義 ４１８ 

(Lectures on Literature 418) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界文学論 1 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 賢一(ABE KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中央ヨーロッパの文学、とりわけチェコ文学の特徴の理解。また文学とアダプテーションの問題についても考察を行う。 

 

The objective of this course is to help students understand the major ideas an themes ofCentral European Literature, especially 

Czech Literature, and analyze the problems of adaptation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

カレル・チャペック、ボフミル・フラバル、ミラン・クンデラの作品の読解を行ないながら、中央ヨーロッパ文学の特徴、文学とアダプ

テーションについて検討をする。具体的には、チャペック『ロボット』、フラバル『わたしは英国王に給仕した』、クンデラ『存在の耐え

られない軽さ』の３冊を課題図書とし、導入の講義の後、受講者による口頭発表を含む、双方向的な議論を行いながら、読解を進

めていく。 

 

Students will learn basic features of Central European Literature, by reading Karel Capek's "R. U. R.", Bohumil Hrabal's "I 

Served the King of England" and Milan Kundera's "The Unbearable Lightness of Being".  Lectures are combined with 

interactive discussions and tutored readings from essential texts.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文学の三つのレベルーー世界文学、中位のコンテクスト、国民文学 

2. 中央ヨーロッパの歴史・文化の概観（帝国、全体主義、モダニズム） 

3. 作家カレル・チャペックについて（チャペック兄弟、ジャーナリズム、児童文学） 

4. カレル・チャペック『ロボット』読解１（ロボットの誕生、SF） 

5. カレル・チャペック『ロボット』読解２（労働、人間と AIの境界） 

6. 作家ボフミル・フラバルについて（中欧文学の系譜、ハシェク、語り） 

7. ボフミル・フラバル『わたしは英国王に給仕した』読解１（ビアホール、エロス、ナチス） 

8. ボフミル・フラバル『わたしは英国王に給仕した』映画鑑賞 

9. ボフミル・フラバル『わたしは英国王に給仕した』読解２（共産主義、道教、国境の町） 

10. 作家ミラン・クンデラについて（中欧文学の系譜、小説の技法） 

11. ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』読解１（プラハの春、亡命、越境、翻訳） 

12. ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』映画鑑賞 

13. ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』読解２（キッチュ、歴史、重さと軽さ） 

14. 総括 中欧の文学とアダプテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題図書の３冊を丁寧に読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/小レポートおよび口頭発表(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チャペック、2003、『ロボット』、岩波書店 (ISBN:4003277422) 

2. フラバル、2019、『わたしは英国王に給仕した』、河出書房新社 (ISBN:4309464904) 

3. クンデラ、1998、『存在の耐えられない軽さ』、集英社 (ISBN:4087603512) 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯島周、2015、『カレル・チャペック』、平凡社 (ISBN:4582857981) 

2. 西永良成、1998、『ミラン・クンデラの思想』、平凡社 (ISBN:4582841791) 

3. ヨゼフ・クロウトヴォル、2015、『中欧の詩学 歴史の困難』、法政大学出版局 (ISBN:458801031X) 

4. デレク・セイヤー、2018、『プラハ、二〇世紀の首都:あるシュルレアリスム的な歴史』、白水社 (ISBN:4560095825) 
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5. イヴァン・クリーマ、2003、『カレル・チャペック』、青土社 (ISBN:4791760522) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


