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■JB143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB143／英文学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in English Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1900-1910 年代：移行期のイギリス小説 (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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB305 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヴィクトリア朝末期から 20 世紀前半のイギリスを代表する小説家のひとり、H. G. Wells (1866-1946) の社会小説の代表作 Tono-
Bungay (1909) を読み、その文学への理解を深めるとともに、社会的な束縛とそれからの脱出というテーマを取り巻く諸問題を考

察する。 

 

We will read Tono-Bungay (1909), the masterpiece of H. G. Wells (1866-1946), who was one of the leading British novelists of 

the late Victorian era and the earlier twentieth century. Along with developing understanding of the world of Wells' novels, we 

will consider various issues that surround the novel's theme of social bondage and escape from there. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Tono-Bungay のテクストの精読によって語りの技法を分析すると同時に、そこに表れるテーマと作者ウェルズの意図の表れ (あ

るいは、彼の意図を裏切るものの出現) を分析してゆく。まずは、ウェルズによるストーリーテリングの妙を楽しむところから入っ

てよいのだが、それにとどまらず、ウェルズがステーリーテリングにいかなる仕掛けをほどこしているか、それらの仕掛けが社会

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

 

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

な発言を期待したい。 

 

Alongside analyzing storytelling techniques used in Tono-Bungay by a close reading of the text, we will also delve into the 

themes presented there and how the author expresses his world-vision (and how, sometimes, the result betrays the author's 

intentions). While it is perfectly acceptable to start by simply enjoying the power of Wells' craft of storytelling, it is important to 

go beyond that by thinking about all the novelistic devices Wells employs and how these devices are linked to the social and 

historical backdrop. 

 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Tono-Bungay 講読第 1 回 

3. Tono-Bungay 講読第 2 回 

4. Tono-Bungay 講読第 3 回 

5. Tono-Bungay 講読第 4 回 

6. Tono-Bungay 講読第 5 回 

7. Tono-Bungay 講読第 6 回 

8. Tono-Bungay 講読第 7 回 

9. Tono-Bungay 講読第 8 回 

10. Tono-Bungay 講読第 9 回 

11. Tono-Bungay 講読第 10 回 

12. Tono-Bungay 講読第 11 回 

13. Tono-Bungay 講読第 12 回 

14. まとめ 

 

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

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

合は、それもしっかり読んでおくこと。 

 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. H. G. Wells. 2005. Tono-Bungay. Penguin Classics (ISBN:978-0141441115) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB144／英文学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in English Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1900-1910 年代：移行期のイギリス小説 (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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB306 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀前半のイギリスを代表する小説家のひとり、D. H. Lawrence (1885-1930) の代表作のひとつ The Rainbow (1915) を読

み、その文学への理解を深めるとともに、社会的な束縛とそれからの脱出というテーマを取り巻く諸問題、特にジェンダーとセクシ

ュアリティの問題を考察する。 

 

We will read The Rainbow (1915), one the major novels by D. H. Lawrence (1885-1930), who was one of the leading British 

novelists of the earlier twentieth century. Along with developing understanding of the world of Lawrence's' novels, we will 

consider various issues that surround the novel's theme of social bondage and escape from there, especially gender and 

sexuality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

THe Rainbow のテクストの精読によって語りの技法を分析すると同時に、そこに表れるテーマと作者ロレンスの意図の表れ (あ

るいは、彼の意図を裏切るものの出現) を分析してゆく。まずは、ロレンスの語りにこもるエネルギーに驚くところから入ってよい

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

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

 

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

な発言を期待したい。 

 

Alongside analyzing storytelling techniques used in The Rainbow by a close reading of the text, we will also delve into the 

themes presented there and how the author expresses his world-vision (and how, sometimes, the result betrays the author's 

intentions). While it is perfectly acceptable to start by simply wondering at the sheer narrative force of Lawrence, it is important 

to go beyond that by thinking about all the novelistic devices he employs and how these devices are linked to the social and 

historical backdrop. 

 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. THe Rainbow 講読第 1 回 

3. THe Rainbow 講読第 2 回 

4. THe Rainbow 講読第 3 回 

5. THe Rainbow 講読第 4 回 

6. THe Rainbow 講読第 5 回 

7. THe Rainbow 講読第 6 回 

8. THe Rainbow 講読第 7 回 

9. THe Rainbow 講読第 8 回 

10. THe Rainbow 講読第 9 回 

11. THe Rainbow 講読第 10 回 

12. THe Rainbow 講読第 11 回 

13. THe Rainbow 講読第 12 回 

14. まとめ 

 

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

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

合は、それもしっかり読んでおくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. D. H. Lawrence. 2007. THe Rainbow. Penguin Classics (ISBN:978-0141441382) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB145／英米文学研究方法論１ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Advanced Academic Writing for Graduate Students 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL5811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

articulate, well-researched academic presentation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will follow and apply the practical advice and technical guidelines set out in Academic 
Writing Skills, Student’s Book 3. Time will also be spent on the basic conventions and formats of 

writing within the MLA style. This course will involve instruction and practice in four major areas of 

academic research writing: (1) research methodology and analysis, (2) the stylistic elements of 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preparing to Write ‒ (1) 

1. Discussion of the course requirements 

2. Preparing to Write ‒ (2) 

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

3. Preparing to Write ‒ (3) 

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

4. Preparing to Write ‒ (4) 

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

5. Essay Paragraphs ‒ (1) 

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

6. Essay Paragraphs ‒ (2) 

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

7. Essay Paragraphs ‒ (3) 

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

8. Essay Paragraphs ‒ (4) 

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

9. Using and Citing Sources ‒ (1) 

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

10. Using and Citing Sources ‒ (2) 

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

11. Using and Citing Sources ‒ (3) 

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

12. Accuracy and Clarity ‒ (1) 

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

13. Accuracy and Clarity ‒ (2) 

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

14. Final Academic Presentations 

 

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

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

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

delivery of an academic presentation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

In-Class Activities(30%)/Writing Assignments(40%)/Final Presentation(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Peter Chin, et al.. 2013. Academic Writing Skills, Student Book 3. Cambridge (ISBN:978-1107611931) 

 

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)） 

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

suitable time for consultation. 

 

注意事項（Notice） 
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■JB146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英米文学研究方法論２ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 2) 

担当者名 

（Instructor） 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

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） 
EAL6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
２時限連続（隔週開講） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

に、参加者が相互に啓発し合うことによって批評・批判の技術を習得します。 

 

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

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

reviewing techniques through giving critiques to one another. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

が要求されます。 

 

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

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表と討論１ 

2. 発表と討論２ 

3. 発表と討論３ 

4. 発表と討論４ 

5. 発表と討論５ 

6. 発表と討論６ 

7. 発表と討論７ 

8. 発表と討論８ 

9. 発表と討論９ 

10. 発表と討論１０ 

11. 発表と討論１１ 

12. 発表と討論１２ 

13. 発表と討論１３ 

14. 発表と討論１４ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・授業貢献(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

発表者の資料にあげられている参考文献。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB147／英語学特殊研究 １Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB351 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

もとに、この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Cædmon’s Hymn 講読 

3. Anglo-Saxon Chronicle 講読 1 

4. Anglo-Saxon Chronicle 講読 2 

5. Anglo-Saxon Chronicle 講読 3 

6. Anglo-Saxon Chronicle 講読 4 

7. The Battle of Brunanburh 講読 

8. Old English Orosius 講読 1 

9. Old English Orosius 講読 2 

10. Old English Orosius 講読 3 

11. The Wanderer 講読 

12. The Seafarer講読 

13. The Menologium 講読 

14. まとめ 

 

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

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

テーマについて、事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取り組み（英作文、発表）(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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■JB148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB148／英語学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB352 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

もとに、この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Old English Boethius 講読 1 

3. Old English Boethius 講読 2 

4. Old English Boethius 講読 3 

5. Ælfric’s Catholic Homilies 講読 1 

6. Ælfric’s Catholic Homilies 講読 2 

7. Wulfstan の homily 講読 1 

8. Wulfstan の homily 講読 2 

9. Beowulf 講読 1 

10. Beowulf 講読 2 

11. Beowulf 講読 3 

12. Beowulf 講読 4 

13. The Battle of Maldon 講読 

14. まとめ 

 

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

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

テーマについて、事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取り組み（英作文、発表）(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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■JB149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB149／英文学特殊研究 １Ａ 

(Studies in English Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Lyrical Ballads  (1800) 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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス・ロマン主義文学の曙を告げたと言われる詩集 Lyrical Ballads 初版が 1798 年に著者 Wordsworth と Coleridge の名を伏

せて匿名で出版されてから 2 年後の 1800 年、改訂増補され Wordsworth の名のみを冠して 2 巻本で出版されて今年で 220 周

年を迎える。このうち、初版の後に書かれた Wordsworth の詩だけを集めた第 2 巻の詩を順番に読んで、共著書だった初版と

Wordsworth の単著部分の違いに注目しつつ、受け入れられるのに多年を要したその形式と内容の斬新さを味わう。併せて、そ

の後の作品改訂の過程なども視野に入れてロマン主義文学批評の歴史も遠望する。 

 

The poetry collection Lyrical Ballads, published by Wordsworth and Coleridge anonymously in 1798, is said to mark the beginning 

of literary Romanticism in Britain. It is now 220 years since in 1800, two years after the first edition, the revised and enlarged 

one was published in two volumes with only Wordsworth’s name as its author. By reading the second volume of the latter, in 

which only Wordsworth poems written after 1798 were collected, in its original order and form and paying attention to the 

difference between this single-authored volume and the co_authored first edition, we can appreciate the format and novel 

content of the second as well as the first edition, which took many years to be accepted. Also, we will look at the processes 

involved in the author's later revisions of the works and take a broad view of the history of Romantic literary criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1800 年に出版された Lyrical Ballads の 2 巻本増補改訂版のうち、Wordsworth が書いた詩だけを集めた第 2 巻を、その時出版さ

れたテクストのまま、ほぼその詩集における順番で読んで、当時この詩集が総体として投げかけた波紋の大きさを推し量る。毎回

100 行前後の詩行を精読し、春学期中にこの詩集の前半を読み終えたい。同時に、最初は無視され、受入れられるのに 30 年を

要したと言われるこの詩集の、受容の歴史についても考えていく。現時点で考えている授業計画は以下の通りだが、受講者の希

望によって多少の修正を施す可能性はある。 

 

We will read in order the original published texts from the 2nd volume of the revised and enlarged edition of Lyrical Ballads 

(1800), in which only Wordsworth poems after 1798 were collected, and gauge the magnitude of the impact this collection as a 

whole had at the time of its release. In each class we will peruse approximately 100 lines of poetry, with the aim of finishing 

reading the first half of this poetry collection within the spring semester. Initially ignored, it is said that it took 30 years for this 

poetry collection to be accepted. Therefore, we will also give thought to the history of how it came to be accepted. The lesson 

plan at this time is shown below, however, this may be revised slightly depending on students’ wishes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and ‘There was a boy’ 

2. ‘Love’ 

3. ‘Hart-Leap Well’ 1 

4. ‘Hart-Leap Well’ 2 

5. ‘The Brothers’ 1 

6. ‘The Brothers’ 2 

7. ‘The Brothers’ 3 

8. ‘Ellen Irwin’ and ‘'Tis said, that some have died for love’ 

9. ‘Strange fits of passion’, ‘She dwelt among th'untrodden ways’, ‘A slumber did my spirit seal’ and ‘The Waterｆall and 

the Eglantine’ 

10. ‘The Oak and the Broom’ 

11. ‘Lucy Gray’, ‘Poor Susan’ and ‘To a Sexton’ 

12. ‘The Idle Shepherd-Boys’ 

13. ‘Inscription for the Spot’, ‘Inscription for the House’ and ‘The Two Thieves’ 

14. ‘Andrew Jones’, ‘A whirl-blast from behind the hill’,‘Song’ and Review 

 

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

初回に扱う‘There was a boy’を精読しておく。毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は紹介された参考文献を読んで詩
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についての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

Lyrical Ballads (1800)第 2 巻のウェブ・テクストと R. L. Brett & A. R. Jones によるテクスト（1963）のプリントアウトを配布。 

 

参考文献（Readings） 

詩を読む際には、Michael Mason, Fiona Stafford、上島建吉などの詳註付詩集が助けになる。この記念碑的な詩集の註釈、翻

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB150／英文学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in English Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Lyrical Ballads  (1800) 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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス・ロマン主義文学の曙を告げたと言われる詩集 Lyrical Ballads 初版が 1798 年に著者 Wordsworth と Coleridge の名を伏

せて匿名で出版されてから 2 年後の 1800 年、改訂増補され Wordsworth の名のみを冠して 2 巻本で出版されて今年で 220 周

年を迎える。このうち、初版の後に書かれた Wordsworth の詩だけを集めた第 2 巻の詩を順番に読んで、共著書だった初版と

Wordsworth の単著部分の違いに注目しつつ、受け入れられるのに多年を要したその形式と内容の斬新さを味わう。併せて、そ

の後の作品改訂の過程なども視野に入れてロマン主義文学批評の歴史も遠望する。 

 

The poetry collection Lyrical Ballads, published by Wordsworth and Coleridge anonymously in 1798, is said to mark the beginning 

of literary Romanticism in Britain. It is now 220 years since in 1800, two years after the first edition, the revised and enlarged 

one was published in two volumes with only Wordsworth’s name as its author. By reading the second volume of the latter, in 

which only Wordsworth poems written after 1798 were collected, in its original order and form and paying attention to the 

difference between this single-authored volume and the co-authored first edition, we can appreciate the format and novel 

content of the second as well as the first edition, which took many years to be accepted. Also, we will look at the processes 

involved in the author’s later revisions of the works and take a broad view of the history of Romantic literary criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1800 年に出版された Lyrical Ballads の 2 巻本増補改訂版のうち、Wordsworth が書いた詩だけを集めた第 2 巻を、その時出版さ

れたテクストのまま、ほぼその詩集における順番で読んで、当時この詩集が総体として投げかけた波紋の大きさを推し量る。毎回

100 行前後の詩行を精読し、秋学期中にこの詩集の後半を読み終えたい。同時に、最初は無視され、受入れられるのに 30 年を

要したと言われるこの詩集の、受容の歴史についても考えていく。現時点で考えている授業計画は以下の通りだが、受講者の希

望によって多少の修正を施す可能性はある。 

 

We will read in order the original published texts from the 2nd volume of the revised and enlarged edition of Lyrical Ballads 

(1800), in which only Wordsworth poems after 1798 were collected, and gauge the magnitude of the impact this collection as a 

whole had at the time of its release. In each class we will peruse approximately 100 lines of poetry, with the aim of finishing 

reading the secon half of this poetry collection within the autumn semester. Initially ignored, it is said that it took 30 years for 

this poetry collection to be accepted. Therefore, we will also give thought to the history of how it came to be accepted. The 

lesson plan at this time is shown below, however, this may be revised slightly depending on students’ wishes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and ‘Ruth’ 1 

2. ‘Ruth’ 2 and ‘In the School of ――’ 

3. ‘The Two April Mornings’ and ‘The Fountain’  

4. ‘Nutting’ and ‘Three years she grew’ 

5. ‘The Pet-Lamb’, ‘Written in Germany’ and ‘The Childless Father’ 

6. ‘The Old Cumberland Beggar’ 1 

7. ‘The Old Cumberland Beggar’ 2, ‘Rural Architecture’ and ‘A Character’ 

8. ‘A Poet's Epitaph’ and ‘A Fragment’ 

9. ‘Poems on the Naming of Places’1 

10. ‘Poems on the Naming of Places’2 

11. ‘Michael’ 1 

12. ‘Michael’ 2 

13. ‘Michael’ 3 

14. ‘Michael’ 4 and Review 

 

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

初回に扱う‘Ruth’を精読しておく。毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は紹介された参考文献を読んで詩についての理

解を深める。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

Lyrical Ballads (1800)第 2 巻のウェブ・テクストと R. L. Brett & A. R. Jones によるテクスト（1963）のプリントアウトを配布。 

 

参考文献（Readings） 

詩を読む際には、Michael Mason, Fiona Stafford、上島建吉などの詳註付詩集が助けになる。この記念碑的な詩集の註釈、翻

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB151／英文学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in English Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『じゃじゃ馬馴らし』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアの喜劇『じゃじゃ馬馴らし』を精読し、初期近代英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサン

ス期のイングランド演劇について該博な知識を身につけ、また作品が提起するジェンダーの問題や世界劇場のテーマなど、多様

な側面について議論する力を涵養する。 

 

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

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

improving the ability of students to discuss various aspects of the play, including gender problems and the topos of Theatrum 

Mundi. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる喜劇『じゃじゃ馬馴らし』を、演習形式で精読する。毎週 1〜2 名の受講者が交替で、指定の幕場について行

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

 

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

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

are required to participating in the discussion based on the presentation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞とディベート（1） 

13. DVD 鑑賞とディベート（2） 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare, Barbara Hodgdon (ed.). 2010. The Taming of the Shrew. The Arden Shakespeare: Third Series 

(ISBN:9781903436936) 

 

参考文献（Readings） 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB152／英文学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in English Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『オセロー』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB304 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアの悲劇『オセロー』を精読し、初期近代英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサンス期のイ

ングランド演劇について該博な知識を身につけ、また作品が提起するジェンダーや人種の問題など、多様な側面について議論す

る力を涵養する。 

 

We will closely read William Shakespeare’s tragedy, Othello, by which this course aims at cultivating students’ reading ability of 

early modern English and nourish extensive knowledge of English Renaissance drama. The course also aims at improving the 

ability of students to discuss various aspects of the play, including the problems of gender and race. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で扱った『じゃじゃ馬馴らし』に引き続き、シェイクスピアによる〈夫婦〉を中心的に扱った戯曲『オセロー』を、演習形式で精

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

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

 

Following the seminar about The Taming of the Shrew in the spring term, we will read closely another play by Shakespeare 

which deals with a married couple, Othello, in a seminar format. Keeping the possible thematic continuity of the two plays in 

mind, we will read the play through presentations and discussions, learn the play’s historical and cultural backgrounds, and 

improve the ability to discuss the various topics of the play from a critical viewpoint.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞およびディベート（1） 

13. DVD 鑑賞およびディベート（2） 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare (ed. E. A. J. Honigmann). 2016. OTHELLO (The Arden Shakespeare: Third Series). Bloomsbury 

(ISBN:978-1472571762) 

 

参考文献（Readings） 

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

春学期からの連続履修が望ましいが、この授業のみの履修も可能。 

 

注意事項（Notice） 
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■JB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB155／英文学特殊研究 ５Ａ 

(Studies in English Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

understand them deeply. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

表的小説を鑑賞します。まず一人の登場人物が何世紀も生きて途中で性が転換する風変わりな小説 Orlando(1928)を読み、ウル

フがイギリスの歴史における女性の位置に関して、またジェンダーの流動性に関してどのような考えを持っていたかを現代のフェ

ミニズムやジェンダー論を踏まえながら考察します。次いで最後の作品 Between the Acts(1941)を読み、第二次世界大戦勃発後

の不安の中でウルフがイギリスの歴史をどう振り返り、また自分自身のそれまでの文学的課題をどのように総括しているかを検

証します。いずれの作品も 20 世紀イギリス文学を代表するウルフの名作ですので、哲学的深みがあり、読み応えがあります。関

連するウルフの評論も部分的に読む予定です。 

 

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

in recent years as a founder of feminist and gender theories. We will first read Orlando(1928), in which one character lives on 

for centuries and changes his gender. We will consider Woolf's ideas about the status of women in the history of England and 

the fluidity of gender. Next we will move on to Woolf's final novel Between the Acts(1941) and consider the way Woolf reflects 

on the history of England in the face of the Second World War and recapitulates her own literary concerns. Both novels are 

great creations by Woolf who is the leading figure of twentieth-century English literature, and they are deeply philosophical and 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Orlando 

3. Orlando 

4. Orlando 

5. Orlando 

6. Orlando 

7. Orlando 

8. Orlando 

9. Between the Acts 

10. Between the Acts 

11. Between the Acts 

12. Between the Acts 

13. Between the Acts 

14. Between the Acts 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Virginia Woolf. 2014. Orlando. Oxford Classics (ISBN:978-0199650736) 
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2. Virginia Woolf. 2008. Between the Acts. Oxford Classics (ISBN:978-0199536573) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB156／英文学特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in English Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コンラッドとナイポールの代表作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀前半のイギリス文学を代表する Joseph Conrad のもっとも有名な作品 Heart of Darkness(1899)を読み植民地主義につい

て考察する。さらにノーベル賞作家 V. S. Naipaul の初期の傑作 A Bend in the River(1979)を読み、コンラッドの問題関心が現代

にどう受け継がれているかを考察する。 

 

By Reading Joseph Conrad's famous masterpiece Heart of Darkness(1899), we will consider the problems of colonialism. We will 

also read the Nobel prize winner V. S. Naipaul's early masterpiece A Bend in the River(1979) to see how Conrad's concerns are 

inherited by a more contemporary author. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではポーランド出身ながら２０世紀初めのイギリス文学を代表する作家 Joseph Conradのもっとも有名な傑作 Heart of 
Darkness(1899)をまず熟読します。この作品は、アフリカの奥地に旅をした有能なヨーロッパ人の退行を描き、この時代の植民地

主義の実相とヨーロッパの不安を深く考察していて、その後の世界の文学に大きな影響を及ぼしました。ついでこのコンラッドの

関心事を受け継いだ作家の一人であるナイポールの初期の傑作 A Bend in the River(1979) を読み、現代作家がコンラッドを意

識しながらアフリカをどのように表象しているのかを考察します。関連する評論も折に触れ授業で扱う予定です。 

 

In this class we will carefully read Heart of Darkness(1899), the best known work of the leading figure of early twentieth-

century English literature Joseph Conrad. This novella depicts the degeneration of a competent European man who travels to 

the heart of the African continent. With its deep investigation into the reality of colonialism and the anxiety of the declining 

Europe, it exerted a very strong influence on later novelists of the world. One of his followers was the Nobel prize winner V. S. 

Naipaul whose early masterpiece A Bend in the River(1979) we will read next. Also set in Africa, this novel shows how Conrad's 

concerns were inherited by a contemporary author. Related critical essays on them and colonialism will also be introduced in 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Heart of Darkness 
3. Heart of Darkness 

4. Heart of Darkness 

5. Heart of Darkness 

6. Heart of Darkness 

7. Heart of Darkness 

8. A Bend in the River 
9. A Bend in the River 

10. A Bend in the River 
11. A Bend in the River 
12. A Bend in the River 
13. A Bend in the River 
14. A Bend in the River 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. Joseph Conrad. 2007. Heart of Darkness. Penguin (ISBN:978-0141441672) 

2. V. S. Naipaul. 1989. A Bend in the River. Vintage (ISBN:978-0679722021) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB161／米文学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in American Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Irony (1): Wayne Booth, A Rhetoric of Irony (1974) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB325 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the different types and modes 

of irony, (2) to compare and contrast forms of ironic discourse, and (3) to guide the student through the basics of writing a 

coherent critical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

According to the American literary theorist Wayne Booth, “Every good reader must be, among other things, sensitive in 

detecting and reconstructing ironic meanings.” And with this statement as the starting point of an approach to Booth’s in-depth 

analysis of literary irony in A Rhetoric of Irony, this course will focus upon the many methods and modes of irony as they are 

described in Booth’s seminal text on the subject. The intention of this course is to explore the forms and structures of irony 

and apply the approach taken by Booth to a critical analysis of a literary text. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

2. Week 2: The Ways of Stable Irony  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 1-14 

3. Week 3: Ironic Reading as Knowledge 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 14-32 

4. Week 4: Reconstructions and Judgments  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 33-46 

5. Week 5: Is It Ironic? 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 47-75 

6. Week 6: Toward Genre: Clues in Context 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 76-90 

7. Week 7: Essays, Satire, Parody 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 91-136 

8. Week 8: Ironic Portraits  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 137-174 

9. Week 9: The Ironist's Voice  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 175-192 

10. Week 10: Taste in Irony  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 193-221 

11. Week 11: Five Crippling Handicaps 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 222-231 

12. Week 12: Reconstructing 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 233-252 

13. Week 2: Infinite Instabilities 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 253-267 

14. Week 14: Final Quiz and Feed-Back Session 

 

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

Students will have reading assignments every week and will engage in research for the final report. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Discussion, weekly assignments, and participation(30%)/最終テスト(Final Quiz)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. Wayne Booth. 1975. A Rhetoric of Irony. University of Chicago (ISBN:978-0226065533) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■JB162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB162／米文学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in American Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Irony (2): Linda Hutcheon, Irony's Edge (1994) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB326 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the different types and modes 

of irony, (2) to compare and contrast forms of ironic discourse, and (3) to guide the student through the basics of writing a 

coherent critical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In the words of the American critic and novelist Kenneth Burke, “We cannot use language maturely until we are spontaneously 

at home in irony.” This is certainly a sentiment that Linda Hutcheon shares in her approach to the subject. In fact, much of 

Hutcheon’s scholarship in the 1980s and 1990s orbits the topic of irony in some way, shape, or form. However, as an intellectual 

reply to the many theories of irony in vogue at the end of the 20th century, Hutcheon’s analysis of irony in Irony’s Edge: The 
Theory and Politics of Irony is as much a warning as it is a practical guide. In this course, we will continue to discuss the 

structure of irony and attempt to locate its current place in 21st century discourse. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

2. Week 2: The "Scene" of Irony 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 1-8 

3. Week 3: The "Transideological" Politics of Irony 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 9-34 

4. Week 4: Emotions and Ethics 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 35-54 

5. Week 5: The Semantics of Irony 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 55-63 

6. Week 6: Henry V (Case Study-1) 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 64-84 

7. Week 7: How Irony "Happens" 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 85-96 

8. Week 8: Provocation and Controversy  

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 97-110 

9. Week 9: Intention and Interpretation  

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 111-117 

10. Week 10: Eco and Wagner (Case Study-2) 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 118-134 

11. Week 11: Irony in Context 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 135-151 

12. Week 12: Irony in Performance 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 152-168 

13. Week 12: Appropriateness 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 169-196 

14. Final Presentations and Evaluations 

 

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 presentation. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Discussion, weekly assignments, and participation(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表 (Final Presentation)(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Linda Hutcheon. 1994. Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony. Routledge (ISBN:978-0415054539) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■JB165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB165／米文学特殊研究 ５Ａ 

(Studies in American Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Nathaniel Hawthorne 研究 (1) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB329 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

がら作品解釈することを目指す。 

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works and build their interpretation with a conscious understanding of the work's background, historical period, and 

literary context.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables (1851)を読解する。人種問題、歴史意識、ジェンダーなど、多面的なアプロ

ーチが可能なテクストであるので、受講生各自の問題意識に沿って独自の読解を目指してほしい。また、作品だけではなく代表

的な批評の読解も行い、論文とは何か、論文とはどうあるべきかなどのプラクティカルな問題についても討議する。 

 

We will read Nathaniel Hawthorne's The House of the Seven Gables (1851). As this text allows for various approaches, each 

student is encouraged to find their own unique reading style that is in keeping with their awareness of the issues raised. In 

addition to his literary works we will also read critiques of his literature and debate practical issues such as what an academic 

paper is and how an academic paper should be written. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解 (1): pp. 3-23 

3. 作品読解 (2): pp. 23-42 

4. 作品読解 (3): pp. 42-63 

5. 作品読解 (4): pp. 63-83 

6. 作品読解 (5): pp. 83-103 

7. 作品読解 (6): pp. 104-23 

8. 作品読解 (7): pp. 123-50 

9. 作品読解 (8): pp. 150-178 

10. 作品読解 (9): pp. 178-200 

11. 作品読解 (10): pp. 200-25 

12. 批評読解 (1): Michael T. Gilmore  

13. 批評読解 (2): Gillian Brown 

14. 批評読解 (3): Christopher Castiglia 

 

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

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

 

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

末レポートも英語（3000words）で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 2005. The House of the Seven Gables. Norton (ISBN:978-0393924763) 

 

参考文献（Readings） 

1. Richard H. Millington. 2004. The Cambridge Companion to Nathaniel Hawthorne. Cambridge University Press (ISBN:978-
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0521002042) 

2. Monika M. Elbert. 2018. Nathaniel Hawthorne in Context. Oxford University Press (ISBN:978-1107109339) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB166／米文学特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in American Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Nathaniel Hawthorne 研究 (2) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB330 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

がら作品解釈することを目指す。 

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works and build their interpretation with a conscious understanding of the work's background, historical period, and 

literary context.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Nathaniel Hawthorne の主要短編を精読する。作品だけではなく批評の読解も行い、論文とは何か、論文とはどうあるべきかなど

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

を読む、というサイクルを繰り返してゆく。 

 

We will carefully read Nathaniel Hawthorne's key short stories. In addition to his literary works we will also read critical studies 

of his literature and discuss practical issues such as what an academic essay is and how it should be written. Classes will be 

conducted by first reading a short story and then reading a critical work about the story. This cycle will be repeated for 

subsequent stories.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解："My Kinsman, Major Molineux" 

3. 批評読解 

4. 作品読解："Young Goodman Brown" 

5. 批評読解 

6. 作品読解："The May-Pole of Merry Mount" 

7. 批評読解 

8. 作品読解："The Birthmark" 

9. 批評読解 

10. 作品読解："Rappaccini's Daughter" (1) 

11. 作品読解："Rappaccini's Daughter" (2) 

12. 批評読解 

13. 作品読解："Ethan Brand" 

14. 批評読解  

 

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

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

 

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

末レポートも英語（3000words）で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 2008. Young Goodman Brown and Other Tales. Oxford University Press (ISBN:978-0199555154) 

批評についてはプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. Richard H. Millington. 2004. The Cambridge Companion to Nathaniel Hawthorne. Cambridge University Press (ISBN:978-

0521002042) 

2. Monika M. Elbert. 2018. Nathaniel Hawthorne in Context. Oxford University Press (ISBN:978-1107109339) 

3. Millicent Bell. 1993. New Essays on Hawthorne's Major Tales. Cambridge University Press (ISBN:978-0521428682) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB167／米文学特殊研究 ６Ａ 

(Studies in American Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ南部女性文学演習 I 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 和彦(GOTO KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ南部文学の特色のひとつに、多くの優れた女性作家を生み出した点があげられます。南部の歴史的特異性は女性作家

たちの目からどのように描かれていたかを検証することを今年度全体の課題とします。今セメスターは 19 世紀中葉に生まれ、世

紀末に筆を折った Kate Chopinの筆を折る原因となった問題作 The Awakening (1899)、いわゆる「南部文芸復興期」に先行して

活躍を始めた作家 Ellen Glasgow の代表作 Barren Ground(1925)、フォークナーなどの「南部文芸復興期」を草創した作家たちに

引き続き、同期の一翼を担った女性作家のうちから Eudora Welty の代表作 Delta Wedding(1946)をとりあげ、吟味検討します。 

 

There have been many talented female writers of the US South, which formulates one of the distinctive features of the literary 

history of this region. We will discuss how this unique region with its peculiar historical legacy is seen and described through the 

female point of view. In this semester we will read and discuss The Awakening by Kate Chopin, born in 1850 and frustrated in 

her literary career by the publication at the end of the 19th century of this very book, Barren Ground (1925) by Ellen Glasgow, a 

direct precursor of the writers of "the Southern Renaissance," and Delta Wedding (1946) by Eudora Welty, whose literary 

career immediately followed those of the writers of William Faulkner's generation and became an indispensable part of the 

regional literary flowering. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

なっておくことが求められます。 

 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：取り上げる作家たちと彼女たちの文学の概要および授業方針の説明 

2. 『目覚め』講読第１回 

3. 『目覚め』講読第２回 

4. 『目覚め』講読第３回 

5. 『不毛の大地』講読第 1 回 

6. 『不毛の大地』講読第 2 回 

7. 『不毛の大地』講読第 3 回 

8. 『不毛の大地』講読第 4 回 

9. 『不毛の大地』講読第 5 回 

10. 『デルタの結婚式』講読第 1 回 

11. 『デルタの結婚式』講読第 2 回 

12. 『デルタの結婚式』講読第 3 回 

13. 『デルタの結婚式』講読第 4 回 

14. 授業内容を振り返り、最終ディスカッションを行う。 

 

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

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

参考書などを用いて各自踏まえておくことを推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Ellen Glasgow. 1985. Barren Ground. A Harvest Book (ISBN:015610685X) 

2. Eudora Welty. 1991. Delta Wedding. A Harvest Book (ISBN:0156252805) 

3. Kate Chopin. 2017. The Awakening. Norton (ISBN:9780393617313) 

Barren Ground は入手が困難かもしれず、その場合は以下で代替いたします。 

Benediction Classics (2019) ISBN 978-1-78943-022-6 

 

参考文献（Readings） 

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

2. Ellen Glasgow. 1994. The Woman Within: An Autobiograpy. U of Virginia P (ISBN:0813915635) 

3. Eudora Welty. 1998. One Writer's Beginnings. Harvard UP (ISBN:0674639278) 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB168／米文学特殊研究 ６Ｂ 

(Studies in American Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ南部女性文学演習 II 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 和彦(GOTO KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ南部文学の特色のひとつに、多くの優れた女性作家を生み出した点があげられます。南部の歴史的特異性は女性作家

たちの目からどのように描かれていたかを検証することを今年度全体の課題とします。今セメスターは黒人南部女性の Zora 

Neale Hurston の Their Eyes Were Watching God (1937)に加え、現代の南部文学を代表する女性作家たち、Lee Smithの Oral 
History(1983)、Bobbie Ann Mason の In Country(1985)をとりあげ、吟味検討します。 

 

There have been many talented female writers of the US South, which formulates one of the distinctive features of the literary 

history of this region. We will discuss how this unique region with its peculiar historical legacy is seen and described through the 

female point of view. In this semester we will approach the issue via an African American female voice by reading Zora Neale 

Hurston's Their Eyes Were Watching God , and also discuss the contemporary turn of the southern women's literature by 

reading Lee Smith's Oral History (1983) and Bobbie Ann Mason's In Country (1985) . 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

なっておくことが求められます。 

 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：取り上げる作家たちと彼女たちの文学の概要および授業方針の説明 

2. 『彼らの目は神を見ていた』講読第１回 

3. 『彼らの目は神を見ていた』講読第２回 

4. 『彼らの目は神を見ていた』講読第３回 

5. 『彼らの目は神を見ていた』講読第４回 

6. 『オーラル・ヒストリー』講読第１回 

7. 『オーラル・ヒストリー』講読第２回 

8. 『オーラル・ヒストリー』講読第３回 

9. 『オーラル・ヒストリー』講読第４回 

10. 『イン・カントリー』講読第１回 

11. 『イン・カントリー』講読第２回 

12. 『イン・カントリー』講読第３回 

13. 『イン・カントリー』講読第４回 

14. 授業内容を振り返り、最終ディスカッションを行う。 

 

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

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

参考書などを用いて各自踏まえておくことを推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Lee Smith. 2011. Oral History. Berkley Books (ISBN:9780425245460) 
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2. Bobbie Ann Mason. 1993. In Country. Harper (ISBN:0060913509) 

3. Zora Neale Hurston. 2006. Their Eyes Were Watching God. Harper (ISBN:9780060838676) 

 

参考文献（Readings） 

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

2. Fred Hobson. 1991. The Southern Writer in the Postmodern World. U of Georgia P (ISBN:0820312754) 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB169／米文学特殊研究 ７Ａ 

(Studies in American Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mark Twain 研究 

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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB333 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカ小説の形成に多大に寄与した Mark Twain の小説と重要の研究成果を講読し、アメリカ小説における人種という重要テ

ーマへのアプローチ法を考察する。 

 

This seminar will closely read and analyze novels and proses of Mark Twain, one of the most significant authors who 

constructed the basis of American fictions. Students are particularly required to contemplate on approaches to issues of race 

in American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 Mark Twain は、アメリカ文学におけるリアリズムのひとつの伝統を作った作家であり、その代表作、『ハックルベリー・フィンの冒

険』（1884 年）は、のちにヘミングウェイが“All modern American literature comes from Huckleberry Finn”と呼んだように、アメリカ

小説の多角的な要素を含んでいる。本講では『ハックルベリー・フィン』と並んで黒人問題を扱った重要作、 Pudd'nhead Wilson を
精読し、作家における黒人問題を考察する。 

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

 

Mark Twain is the author who opened up a significant strain of American literary realism. His masterpiece, Adventures of 
Huckleberry Finn (1884), is later mentioned by Ernest Hemingway that “All modern American literature comes from Huckleberry 

Finn.” This course focuses on Pudd'nhead Wilson (1884), a work parallel to Huckleberry Finn in representing racial issues 

originated by the slavery. Students are required to examine the author's racial sensibility and cultural criticism, in addition to 

appreciate the mastery of his novelistic narrative and composition. They are also encouraged to write a high-quality research 

paper on the texts the course assigns and submit it to an appropriate journal. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2.  Pudd'nhead Wilson (1) 

3.  Pudd'nhead Wilson (2) 

4.  Pudd'nhead Wilson (3) 

5.  Pudd'nhead Wilson (4) 

6.  Pudd'nhead Wilson (5) 

7.  Pudd'nhead Wilson (6) 

8.  Pudd'nhead Wilson (7) 

9.  Pudd'nhead Wilson (8) 

10. 批評研究（1） 

11. 批評研究（2） 

12. 批評研究（3） 

13. 批評研究（4） 

14. まとめ 

 

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

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

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

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

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

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 また、授業外で必ず『ハックルベリー・フィンの冒険』をあわせて読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

1. Twain, Mark. 2004. Pudd'nhead Wilson. Norton (ISBN:978-0393925357) 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB172／米文学特殊研究 ８Ｂ 

(Studies in American Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Sherwood Anderson 研究 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB336 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

諸相を探り，日英両言語による自己表現能力を養う。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

 いささか不幸にも、中西部のスモールタウンの暮らしを描いた名作『ワインズバーグ、オハイオ』は、これまでシャーウッド・アンダ

ーソンの代名詞となってきた。しかしながら、人種とセクシュアリティに関し、『暗い笑い』（1925 年）ほどラディカルかつ赤裸々なア

ンダーソン作品はおそらく存在しない。この小説のプロットは、（バイセクシュアルと思しき）女性と不倫関係を結ぶ主人公を主軸に

展開するが、この不倫は二人の黒人女によって観察されており、彼女らの「暗い笑い」が白人の官能性に人種的な位相を付与す

ることとなる。『ワインズバーグ、オハイオ』がグロテスクで息苦しいニュアンスに満ちている一方、『暗い笑い』は――しばしばナイ

ーブで原始主義的ではあるものの――牧歌的な美しさと抒情的な強度を示す作品であると言ってよい。興味深いことに、この小

説の人種／セクシュアリティ表象は、（黒人音楽の街である）ニューオーリンズならびに（性的逸脱の街である）パリと地政学的に

連想づけられている。アンダーソンはつまり、ヨーロッパ人とアフリカ系アメリカ人の間に親近性を見出しているように思われる。本

作品が扱う人種、ジェンダー、セクシュアリティと、第一次世界大戦後に顕著となる環大西洋的相互作用の意識に照らすとき、ヘミ

ングウェイとフォークナーが進む道を切り開いたアンダーソンの再考という批評的作業はきわめて重要となる。 

 なお、この授業では、『暗い笑い』を考察する前に、「森の中の死」を含むアンダーソンの短編作品をいくつか精査する。また，授

業は，あらかじめ指名された担当者による英語の発表を出発点に，前半は英語、後半は日本語による質疑応答形式で行うので，

受講者は積極的に発言し、議論に貢献することが求められる。 

 

Rather unfortunately, the name of Sherwood Anderson has  been almost synonymous with Winesburg, Ohio, a masterpiece 

depicting Midwestern small-town life. In terms of race and sexuality, however, no other Anderson work is more radical and 

explicit than Dark Laughter (1925). This novel’s plot hinges on the protagonist’s extramarital affair with a (probably bisexual) 

woman, an affair that is monitored by two black women whose “dark laughter” racializes white sensuality. While Winesburg, Ohio 

is filled with grotesque, suffocating overtones, Dark Laughter—though often naïve and primitivistic—shows pastoral beauty and 

lyrical intensity. Interestingly, moreover, the novel’s racial/sexual representation is geopolitically associated with New Orleans (a 

city of black music) and Paris (a city of sexual transgressions). Anderson seems to discern a close affinity between Europeans 

and African Americans. Given the novel’s engagement with race, gender, sexuality, and an awareness of transatlantic 

interactions that became prominent after World War I, it is imperative that how Anderson paved the way for Hemingway and 

Faulkner be reconsidered. 

 This course also covers a few short stories including “Death in the Woods” before focusing on Dark Laughter. Moreover, 

please note that the English presentation by the designated presenter will be followed by a question-and-answer session in 

English during the first half and in Japanese during the second half. Therefore, students are expected to speak up and 

contribute actively to class discussion. 

 

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. Anderson の先行研究整理 

3. Anderson の短編小説を読む（１） 

4. Anderson の短編小説を読む（２） 

5. Anderson の短編小説を読む（３） 

6. Dark Laughter を読む（１） 
7. Dark Laughter を読む（２） 
8. Dark Laughter を読む（３） 
9. Dark Laughter を読む（４） 

10. Dark Laughter を読む（５） 
11. Dark Laughter を読む（６） 
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12. Dark Laughter を読む（７） 
13. 総括 

14. レポート中間報告会 

 

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

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

問題意識を整理し，それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sherwood Anderson. 2017. Dark Laughter. Benediction Classics (ISBN:1781398321) 

短編作品については、授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB175／英語学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
チョーサー作品における虚構 

担当者名 

（Instructor） 
杉藤 久志(SUGITO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

えられるようになることを目的とする。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

エティウス、『薔薇物語』、ダンテなどについても比較しながら解釈する。 

 

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

also consider the literary sources and analogues which had a large influence on Chaucer's works: Boethius, Roman de la Rose, 

and Dante.  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

ョーサーを読むうえでのテーマについて説明する。 

2. The House of Fame, ll. 1-50までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

3. The House of Fame, ll. 51-100までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

4. The House of Fame, ll. 101-150までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

5. The House of Fame, ll. 151-200までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

6. The House of Fame, ll. 201-250までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

7. The House of Fame, ll. 251-300までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

8. The House of Fame, ll. 301-350までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

9. The House of Fame, ll. 351-400までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

10. The House of Fame, ll. 401-450までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

11. The House of Fame, ll. 451-500までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

12. The House of Fame, ll. 501-550までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

13. The House of Fame, ll. 551-600までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

14. The House of Fame, ll. 601-650までを読む。授業外の課題として、ボエティウス『哲学の慰め』を読み進める。 

 

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

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

すること。 

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

できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

92588-3) 

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB176／英語学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
チョーサー作品における虚構 

担当者名 

（Instructor） 
杉藤 久志(SUGITO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、中英語のテクストを読む能力を春学期よりもさらに身につけ、チョーサーのドリーム・ヴィジョン作品における虚構と

いう概念をより深く考えられるようになることを目的とする。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

英語学特殊研究３A（春学期）に引き続き、精読を通じて、チョーサーのドリーム・ヴィジョンが持つ虚構性などの重要なテーマを考

える。また、チョーサーに影響を与えたボエティウス、『薔薇物語』、ダンテなどについても比較しながら解釈する。 

 

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

also consider the literary sources and analogues which had a large influence on Chaucer's works: Boethius, Roman de la Rose, 

and Dante.  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

ョーサーを読むうえでのテーマについて説明する。 

2. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 1-50までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

3. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 51-100までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

4. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 101-150 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

5. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 151-200 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

6. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 201-250 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

7. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 251-300 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

8. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 301-350 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

9. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 351-400 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

10. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 401-450 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

11. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 451-500 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

12. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 501-550 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

13. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 551-600 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

14. The Prologue to the Legend of Good Women, ll. 601-650 までを読む。授業外の課題として、『薔薇物語』を読み進める。 

 

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

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

すること。 

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

できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

92588-3) 

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB177／英語学特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語学：範疇化という現象について 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語のみならず人間のあらゆる活動に関連する「範疇化」（categrozation）という認知現象を、テキストの丁寧な講読を通じて理解

し、様々な分野に適応させて考えることを目標とする。 

 

The aim of this course is to understand the essence of the nature of "categorization" that prevails throughout language and 

also throughout all kinds of human activities, by reading the textbook on "linguistic categorization", and try to apply the concept 

to various fields of study.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業で使用するテキストは、ジョン・R．テイラーの Linguistic Categorization（the 3rd edition）である。授業の内容は、このテ

キストを丁寧に読み、その内容をクラス内ディスカッションによる理解を深めるというものである。 

 

We use John R. Taylor's Linguistic Categorization (the 3rd edition) as the main textbook in this course. We aim to read and 

understand the textbook and to deepen our understanding of it by class discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and overview 

2. The categorization of Colour: 1.1 Why colour terms?  

3. The categorization of Colour: 1.2 Arbitrariness 

4. The categorization of Colour: 1.3 An alternative approach: focal  

5. The categorization of Colour: 1.4 Autonomous linguistics vs cognitive linguistics 

6. The Classical Approach to Categorization: 2.1 Aristotle 

7. The Classical Approach to Categorization: 2.2 The classical approach in linguistic phonology 

8. The Classical Approach to Categorization: 2.3 The classical approach to semantics 

9. The Classical Approach to Categorization: 2.4 What's wrong with the classical theory? 

10. Prototype Categories: 1. Wittgenstein 

11. Prototype Categories: 1. Prototypes: an alternative to the classical theory 

12. Prototype Categories: 1. Basic level terms 

13. Prototype Categories: 1. Prototypes and the basic level  

14. まとめ 

 

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

授業で扱う範囲の英文をじっくり丁寧に読んでいきます。木も見ながら森も見るつもりで、辞書を片手にじっくり予習をして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席（Zoomによる授業）(40%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (発表 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John R. Taylor. 2003. Linguistic Categorization 3rd edition. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-926664-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・R．テイラー、2008、『認知言語学のための 14 章』第三版、紀伊國屋書店 (ISBN:978-4314010320) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

連絡先：bachgenjapaneg@gmail.com 

 

注意事項（Notice） 



 - 44 - 

■JB178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB178／英語学特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語学：範疇化という現象について 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語のみならず人間のあらゆる活動に関連する「範疇化」（categorization）という認知現象を、テキストの丁寧な講読を通じて理

解し、様々な分野に適応させて考えることを目標とする。 

 

The aim of this course is to understand the essence of the nature of "categorization" that prevails throughout language and 

also throughout all kinds of human activities, by reading the textbook on "linguistic categorization", and try to apply the concept 

to various fields of study.  

 

授業の内容（Course Contents） 

英語学特殊研究４Aに引き続き、ジョン・R．テイラーの Linguistic Categorization（the 3rd edition）をテキストとして用いる。前期同

様、授業の内容は、このテキストを丁寧に読み、その内容をクラス内ディスカッションによる理解を深めるというものである。 

 

We use John R. Taylor's Linguistic Categorization (the 3rd edition) as the main textbook in this course. We aim to read and 

understand the textbook and to deepen our understanding of it by class discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and overview 

2. The categorization of Colour: 1.1 Why colour terms?  

3. The categorization of Colour: 1.2 Arbitrariness 

4. The categorization of Colour: 1.3 An alternative approach: focal  

5. The categorization of Colour: 1.4 Autonomous linguistics vs cognitive linguistics 

6. The Classical Approach to Categorization: 2.1 Aristotle 

7. The Classical Approach to Categorization: 2.2 The classical approach in linguistic phonology 

8. The Classical Approach to Categorization: 2.3 The classical approach to semantics 

9. The Classical Approach to Categorization: 2.4 What's wrong with the classical theory? 

10. Prototype Categories: 1. Wittgenstein 

11. Prototype Categories: 1. Prototypes: an alternative to the classical theory 

12. Prototype Categories: 1. Basic level terms 

13. Prototype Categories: 1. Prototypes and the basic level  

14. まとめ 

 

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

授業で扱う範囲の英文をじっくり丁寧に読んでいきます。木も見ながら森も見るつもりで、辞書を片手にじっくり予習をして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John R. Taylor. 2003. Linguistic Categorization 3rd edition. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-926664-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・R．テイラー、2008、『認知言語学のための 14 章』第三版、紀伊國屋書店 (ISBN:978-4314010320) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

連絡先：bachgenjapaneg@gmail.com 

 

注意事項（Notice） 

■JC126 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC126／日本史演習 １ 

(Seminar in Japanese History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
争乱で読む日本古代史 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 美都男(TOOYAMA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代国家の形成－展開の過程で発生した争乱に関して基礎的史料を再検討し、それを踏まえた歴史像の再構築をめざす。 

 

This course aims to review basic historical materials of Japanese ancient history and aim to reconstruct the historical images 

based on that.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回配布する史料プリントをもとに授業を進める。随時、質疑応答への参加を求める場合がある。 

 

In this course, students are expected to subscribe to the basic materials of ancient Japanese history. They are asked to 

comment on a paper related to the problems.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（研究の方法と参考文献） 

2. 安康天皇暗殺事件 

3. 継体・磐井戦争 

4. 辛亥の変－継体天皇暗殺？事件 

5. 丁未の役－蘇我・物部戦争 

6. 推古朝前後 新羅との戦い 

7. 舒明天皇即位前 蘇我氏の内紛 

8. 山背大兄王の滅亡事件 

9. 乙巳の変－蘇我氏はなぜ滅んだか？ 

10. 白村江の戦い－勝敗を分けたもの（前編） 

11. 白村江の戦い－勝敗を分けたもの（後編） 

12. 壬申の乱－大友皇子の戦い（前編） 

13. 壬申の乱－大友皇子の戦い（後編） 

14. まとめと展望 

 

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

事前配布のプリントをよく読み、当該テーマについて理解を深めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

質疑応答など(80%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠山 美都男、1997、『白村江』、講談社 (ISBN:4-06-149379-5) 

2. 遠山 美都男、1996、『壬申の乱』、中央公論新社 (ISBN:4-12-101293-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤 信、2019、『古代史講義【戦乱篇】』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-07212-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC127／日本史演習 ２ 

(Seminar in Japanese History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
荘園制支配の史料論的研究 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 一樹(TAKAHASHI KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC312 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

館・資料館などでの原本史料の見学も積極的に組み込む。 

 

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

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

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

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

a method for further deepening this research, the course will also actively incorporate study tours to view original materials at 

museums and archives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中世荘園の成立① 

文書 

3. 中世荘園の成立② 

文書と記録 

4. 中世荘園の成立③ 

絵図と文書 

5. 荘園支配の形式と実態① 

6. 荘園支配の形式と実態② 

7. 生業活動と負担① 

8. 生業活動と負担② 

9. 開発・再開発の展開① 

10. 開発・再開発の展開② 

11. 荘園の現地支配① 

出土資料（木簡など） 

12. 荘園の現地支配② 

文書 

13. 荘園の現地支配③ 

帳簿 

14. まとめ 

 

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

  授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて適宜行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

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

 

参考文献（Readings） 

  授業の進捗にあわせて、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC128／日本史演習 ３ 

(Seminar in Japanese History 3) 

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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC313 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世の史料および関連する先行研究の検討を通して、史料に基づいて歴史研究の論点を見出し考察する力を身につける。 

 

Through the examination of historical materials of the early modern Japan and organizing prior research related to the materials, 

participants acquire abilities to identify and consider issues in historical research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者各自の関心に沿って選定した史料を読解するとともに、関連する先行研究について検討する。その上で、各受講者が研究

報告を行い、参加者による相互討論を行う。 

 

Students will read historical materials selected according to each student's interests and consider prior research related to the 

materials. After that, each student will make a research report, and participants discuss it as a group. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読史料の選定 

3. 史料の概要紹介① 

4. 史料の概要紹介② 

5. 先行研究の検討① 

6. 先行研究の検討② 

7. 先行研究の検討③ 

8. 史料読解① 

9. 史料読解② 

10. 史料読解③ 

11. 研究報告① 

12. 研究報告② 

13. 研究報告③ 

14. まとめ 

 

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

史料の収集・読解、関連する先行研究の検討、研究報告の準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告(60%)/討論への貢献度(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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■JC129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC129／日本史演習 ４ 

(Seminar in Japanese History 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本のクィア史 

担当者名 

（Instructor） 
藤野 裕子(FUJINO YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC314 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・クィア史研究に関する研究文献・史料を読解する力を身につける。 

・クィア史研究の意義と射程、課題を理解する。 

・クィア史研究を実践する力を身につける。 

 

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

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

themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

を理解し、実践する力を身につけることを目的とする。 

 

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

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

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

in the prewar Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／報告日程の確定 

2. 研究文献１の検討 

3. 研究文献２の検討 

4. 研究文献３の検討 

5. 史料１の検討（１） 

6. 史料１の検討（２） 

7. 史料１の検討（３） 

8. 史料２の検討（１） 

9. 史料２の検討（２） 

10. 調査項目に関する全体討論 

11. クィア史に関する調査報告（１） 

12. クィア史に関する調査報告（２） 

13. クィア史に関する調査報告（３） 

14. 全体討論／総括 

 

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

毎回の授業で扱うテキストを精読し、自らの疑問点・意見をまとめておくこと。報告者は史料・文献の要約と調査項目をレジュメに

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/討論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

研究文献は、古川誠「セクシュアリティの変容」『日本女性ジャーナル』17, 1994、赤枝香奈子『近代日本における女同士の親密な

関係』角川出版、2011、藤野裕子「男性史とクィア史」『第四次現代歴史学の成果と課題』績文堂、2017 の一部、史料は『戦前期

同性愛関連文献集成』第 3 巻、および手稿史料などを、部分的に使用する予定です。詳細は初回の授業でアナウンスします。 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC130／日本史演習 ５ 

(Seminar in Japanese History 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
屋良朝苗日記を読む 

担当者名 

（Instructor） 
冨永 望(TOMINAGA NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC315 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

める。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

屋良朝苗日記を輪読する。担当者は人物や事件について説明し、参加者の質問に答える。 

 

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

answer questions from other students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦後沖縄史概説１ 

2. 戦後沖縄史概説２ 

3. 輪読１ 

4. 輪読２ 

5. 輪読３ 

6. 輪読４ 

7. 輪読５ 

8. 輪読６ 

9. 輪読７ 

10. 輪読８ 

11. 輪読９ 

12. 輪読 10 

13. 輪読 11 

14. 輪読 12 

 

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

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

縄現代史』（中公新書、2015 年） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

輪読した部分は清書し、ワードファイルで提出する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 櫻澤誠、2015、『沖縄現代史 米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』、中公新書 (978-12-102342-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC132／東洋史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Asian History 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA207「経営史特論１」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC325 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

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

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

thinking skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

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

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

researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 
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注意事項（Notice） 
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■JC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC133／東洋史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Asian History 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA208「経営史特論２」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC326 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

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

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

thinking skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

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

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

researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC134／西洋史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Western History 5A) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA213「欧州経済史特論１」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC333 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

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

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

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

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

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

3. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

4. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

5. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

6. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

7. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

8. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

9. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

10. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

11. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

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

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC135／西洋史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Western History 5B) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA214「欧州経済史特論２」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC334 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

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

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

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

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

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

3. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

4. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

5. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

6. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

7. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

8. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

9. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

10. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

11. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

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

備を計画的に進めること。 

 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC141／日本史特殊研究 １Ａ 

(Studies in Japanese History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

cultures and political systems in the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

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

change according to students' interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理（１）中国 

2. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理（２）日本 

3. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理（３）韓国 

4. 集安高句麗碑発見の経緯（１） 

5. 集安高句麗碑発見の経緯（２） 

6. 集安高句麗碑発見の経緯（３） 

7. 集安高句麗碑の拓本写真検討（１） 

8. 集安高句麗碑の拓本写真検討（２） 

9. 集安高句麗碑の拓本写真検討（３） 

10. 集安高句麗碑字体の確認（１） 

11. 集安高句麗碑字体の確認（２） 

12. 集安高句麗碑字体の確認（３） 

13. 集安高句麗碑字体の確認（４） 

14. まとめ 

 

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

報告書および関連論文を紹介するレジュメを、発表前日までに用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC142／日本史特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Japanese History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

cultures and political systems in the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

内容を変更することがある。 

 

Continuing from Research in Excavated Written Historical Materials in Ancient East Asia and Japan (3), this course conducts 

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

according to students' interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 集文氏論文の検討（１） 

2. 集文氏論文の検討（２） 

3. 望山氏論文の検討（１） 

4. 望山氏論文の検討（２） 

5. 張福有氏論文の検討（１） 

6. 張福有氏論文の検討（２） 

7. 張福有氏論文の検討（３） 

8. 徐建新氏論文の検討（１） 

9. 徐建新氏論文の検討（２） 

10. 魏存成氏論文の検討（１） 

11. 魏存成氏論文の検討（２） 

12. その他関係論文の検討（１） 

13. その他関係論文の検討（２） 

14. まとめ 

 

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

報告書および関連論文を紹介するレジュメを、発表前日までに用意すること。 

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

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

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

参加者は他言語の研究論文も読むことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『第九回 早稲田大学総合研究機構研究成果報告会 広開土王碑研究 130 年−集安高句麗碑発見と古代東アジア プロフィー
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ル・論文・要旨』（早稲田大学総合研究機構,2013 年 11 月８日 

 

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

 

注意事項（Notice） 
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■JC143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC143／日本史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Japanese History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 基郎(ENDO MOTOO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

日本中世（特に鎌倉期）の公家史料に関する輪読・検討 

を行う予定である。 

 

鎌倉時代の『猪隈関白記』「民経記』の 2 つの異なる日記を読む。 

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

加者全員で討議を行う。 

 

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

 

 

Regarding of Inokuma kanpakuki ando MInkei ki is under consideration for this academic year.  

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

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

based on that outline.  

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『猪隈関白記』輪読（１） 

3. 『猪隈関白記』輪読（２） 

4. 『猪隈関白記』輪読（３） 

5. 『猪隈関白記』輪読（４） 

6. 『猪隈関白記』輪読（５） 

7. 『猪隈関白記』輪読（６） 

8. 『民経記』輪読（１） 

9. 『民経記』輪読（２） 

10. 『民経記』輪読（３） 

11. 『民経記』輪読（４） 

12. 『民経記』輪読（５） 

13. 『民経記』輪読（６） 

14. まとめ 

 

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

初回に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の報告(40%)/授業への参加度(40%)/レポート(20%) 

単位修得のためには、８０％以上の出席を必要とする。無断欠席は原則認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『大日本古記録 猪隈関白記』、岩波書店 
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2. 『大日本古記録 民経記』、岩波書店 

必要なものはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

授業中に適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC144／日本史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Japanese History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

①日本中世の法制史料に関する輪読・検討 

②日本中世（特に院政期・鎌倉期）の研究書・学術論文の合評 

③参加者の研究報告 

 

以上の三つを行う予定である。 

 

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

談し、決定する。また、随時、参加者の研究テーマにそくした研究報告を行う。  

 

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

加者全員で討議を行う。 

 

②③については、初回に参加者と相談して決定する。 

 

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

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

and Kamakura period) 

(3) Research reports by participants 

 

The above three activities are planned. 

 

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

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

course will also have participants conduct research reports appropriate to their research themes. While conducting group 

readings of works such as the diary Hanazono tenno shinki from the end of the Kamakura period and the historical document 

Houryakukanki, the course had in parallel held sub-seminars to discuss political and social changes in the latter part of the 

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

 

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

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

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

collected and analyzed in parallel. 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 中世史料輪読（１） 

3. 中世史料輪読（２） 

4. 中世史料輪読（３） 

5. 中世史料輪読（４） 

6. 中世史文献講読（１） 
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7. 中世史文献講読（２） 

8. 中世史文献講読（３） 

9. 中世史文献講読（４） 

10. 個人研究報告（１） 

11. 個人研究報告（２） 

12. 個人研究報告（３） 

13. 個人研究報告（４） 

14. まとめ 

 

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

初回に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の報告(40%)/授業への参加度(40%)/レポート(20%) 

単位修得のためには、８０％以上の出席を必要とする。無断欠席は原則認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

2. 佐藤進一、2001、『中世法制史料集 第 1 巻』、岩波書店 

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

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

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

必要なものはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

授業中に適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC145／日本史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Japanese History 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

the course will emphasize comprehension of such materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料もしくは論文の輪読（１） 

3. 史料もしくは論文の輪読（２） 

4. 史料もしくは論文の輪読（３） 

5. 史料もしくは論文の輪読（４） 

6. 史料もしくは論文の輪読（５） 

7. 史料もしくは論文の輪読（６） 

8. 史料もしくは論文の輪読（７） 

9. 史料もしくは論文の輪読（８） 

10. 史料もしくは論文の輪読（９） 

11. 史料もしくは論文の輪読（１０） 

12. 史料もしくは論文の輪読（１１） 

13. 史料もしくは論文の輪読（１２） 

14. 史料もしくは論文の輪読（１３） 

 

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

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

釈し、どのようなことが読み取れるのかを正確に探り出すことが肝要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC146／日本史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Japanese History 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

and to deepen understanding of early modern history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

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

reading thesis, and a combination of them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料講読もしくは論文講読（１） 

3. 史料講読もしくは論文講読（２） 

4. 史料講読もしくは論文講読（３） 

5. 史料講読もしくは論文講読（４） 

6. 史料講読もしくは論文講読（５） 

7. 史料講読もしくは論文講読（６） 

8. 史料講読もしくは論文講読（７） 

9. 史料講読もしくは論文講読（８） 

10. 史料講読もしくは論文講読（９） 

11. 史料講読もしくは論文講読（１０） 

12. 史料講読もしくは論文講読（１１） 

13. 史料講読もしくは論文講読（１２） 

14. 史料講読もしくは論文講読（１３） 

 

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC147／日本史特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Japanese History 4A) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

に，各自の研究の進展をはかる。 

 

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

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

to advance their own research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料講読に関して理解を深める。 

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

 

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

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

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

materials. 

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

research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論 （１） 

3. 受講生による報告と議論 （２） 

4. 受講生による報告と議論 （３） 

5. 受講生による報告と議論 （４） 

6. 受講生による報告と議論 （５） 

7. 受講生による報告と議論 （６） 

8. 受講生による報告と議論 （７） 

9. 受講生による報告と議論 （８） 

10. 受講生による報告と議論 （９） 

11. 受講生による報告と議論 （10） 

12. 受講生による報告と議論 （11） 

13. 受講生による報告と議論 （12） 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/出席および議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初に受講生と相談の上，定める。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC148／日本史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Japanese History 4B) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

に，各自の研究の進展をはかる。 

 

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

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

to advance their own research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料講読に関して理解を深める。 

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

 

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

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

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

materials. 

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

research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論 （１） 

3. 受講生による報告と議論 （２） 

4. 受講生による報告と議論 （３） 

5. 受講生による報告と議論 （４） 

6. 受講生による報告と議論 （５） 

7. 受講生による報告と議論 （６） 

8. 受講生による報告と議論 （７） 

9. 受講生による報告と議論 （８） 

10. 受講生による報告と議論 （９） 

11. 受講生による報告と議論 （10） 

12. 受講生による報告と議論 （11） 

13. 受講生による報告と議論 （12） 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/出席および議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初に受講生と相談の上，定める。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC149／日本史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Japanese History 5A) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ることを目指す。 

 

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

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

research problems within this. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/授業での報告と授業内提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC150／日本史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Japanese History 5B) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

自らの研究課題その中に位置づけることを目指す。 

 

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/授業での報告と授業内提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC155／東洋史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Asian History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユーラシア史・海域アジア史研究 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA221「東洋史特論１」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

元明代ユーラシアおよび宋元明代における海域アジア交流史にかかわる史料読解をおこない、移動と交流が各社会に与えた影

響および海域アジア全体の構造がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は隔週で異なる時代の史料を読解し、関連資料・先行研究を参照しつつ、考察をおこないます。 

 

(a) 宋元明代の漢語史料を講読し、多民族社会と統治権力の関係について考えます。 

 

(b) 元明代の漢語史料・モンゴル語史料・ペルシア語史料を講読し、ユーラシアの民族・社会・国家の関係について考えます。 

 

In this course, we read two kinds of historical sources.  

 

(a) Through reading a Han-Chinese source of the Song-Yuan period, we consider the relationship between multiethnic societies 

and political power. 

 

(b) Through reading Chinese, Mongolian, and Persian sources of the Yuan-Ming period, we consider the relationship of social 

groups and political power of Eurasia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論(a)：宋元明代の海域史に関する史料と研究 

2. 導論(b)：北元に関する史料と研究 

3. 史料講読(a) その１ 

4. 史料講読(b) その１ 

5. 史料講読(a) その２ 

6. 史料講読(b) その２ 

7. 史料講読(a) その３ 

8. 史料講読(b) その３ 

9. 史料講読(a) その４ 

10. 史料講読(b) その４ 

11. 史料講読(a) その５ 

12. 史料講読(b) その５ 

13. 考察・議論(a) 

14. 考察・議論(b) 

 

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

『瀛涯勝覧』講読箇所の予習・復習および関連資料の読み込みをおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yirincin (復原). 1987. MongGul-un NiGca Tobciyan. Ubur MongGul-un Yeke SorGaGuli-yin keblel-Un quriy_a (ISBN:7-81015-

018-9) 

底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 
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参考文献（Readings） 

1. 吉田順一ほか、『アルタン=ハーン伝』訳注 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC156／東洋史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Asian History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユーラシア史・海域アジア史研究 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA222「東洋史特論２」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

元明代ユーラシアおよび宋元明代における海域アジア交流史にかかわる史料読解をおこない、移動と交流が各社会に与えた影

響および海域アジア全体の構造がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は隔週で異なる時代の史料を読解し、関連資料・先行研究を参照しつつ、考察をおこないます。 

 

(a) 宋元明代の漢語史料を講読し、多民族社会と統治権力の関係について考えます。 

 

(b) 元明代の漢語史料・モンゴル語史料・ペルシア語史料を講読し、ユーラシアの民族・社会・国家の関係について考えます。 

 

In this course, we read two kinds of historical sources.  

 

(a) Through reading a Han-Chinese source of the Song-Yuan-Ming period, we consider the relationship between multiethnic 

societies and political power. 

 

(b) Through reading Chinese, Mongolian, and Persian sources of the Yuan-Ming period, we consider the relationship of social 

groups and political power of Eurasia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 史料講読(a) その 6 

2. 史料講読(b) その 6 

3. 史料講読(a) その 7 

4. 史料講読(b) その 7 

5. 史料講読(a) その 8 

6. 史料講読(b) その 8 

7. 史料講読(a) その 9 

8. 史料講読(b) その 9 

9. 史料講読(a) その 10 

10. 史料講読(b) その 10 

11. 史料講読(a) その 11 

12. 史料講読(b) その 11 

13. 考察・議論(a) 

14. 考察・議論(b) 

 

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

『瀛涯勝覧』講読箇所の予習・復習および関連資料の読み込みをおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yirincin (復原). 1987. MongGul-un NiGca Tobciyan. Ubur MongGul-un Yeke SorGaGuli-yin keblel-Un quriy_a (ISBN:7-81015-

018-9) 

底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 
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参考文献（Readings） 

1. 吉田順一ほか、『アルタン=ハーン伝』訳注 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC158／東洋史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Asian History 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
魏晋南北朝～五代十国石刻史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
会田 大輔(AIDA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論１：中国における石刻史料の概要（１） 

2. 導論２：中国における石刻史料の概要（２） 

3. 史料講読（１） 

4. 史料講読（２） 

5. 史料講読（３） 

6. 研究報告（１） 

7. 史料講読（４） 

8. 史料講読（５） 

9. 史料講読（６） 

10. 研究報告（２） 

11. 史料講読（７） 

12. 史料講読（８） 

13. 史料講読（９） 

14. 研究報告（３） 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC161／東洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Asian History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC321 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本演習の進め方について説明 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 81 - 

■JC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC162／東洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Asian History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC322 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（14） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC163／東洋史演習 ２Ａ 

(Seminar in Asian History 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC323 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC164／東洋史演習 ２Ｂ 

(Seminar in Asian History 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC324 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC165／東洋史演習 ３Ａ 

(Seminar in Asian History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の創成 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海域アジア史を史料に基づいて検討する。 

履修者の個別テーマを深め、プレゼンテーション・文章表現の向上を図る。 

 

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

The course aims to deepen students' individual themes and improve their expressiveness in presentations and text. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンゴル帝国から清代までを対象にして、『日本一鑑』などの史料を読みながら、考察を深める。特に渡海者の視点から、アジア

の歴史を見直し、新たな歴史像が構築できるか、議論を重ねながら検討する。 

あわせて、履修者の研究テーマについて、構想の発表、研究文献の検討、史料の読解を進める。 

 

It will also deepen examination through readings of historical materials including Nihon ikkan, covering the period from the 

Mongol Empire to the Qing Dynasty. This course will review the history of Asia, particularly from the perspective of people who 

crossed the sea. Through discussions, it will consider the possibility of constructing a new depiction of history. 

At the same time, the course will advance presentation of ideas, examination of research literature, and comprehension of 

historical materials pertaining to students' research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：歴史をいかに研究するか 

2. 『海と帝国』の再検討１ 

3. 『海と帝国』の再検討２ 

4. 履修者各自の研究テーマ発表（各自の卒論・参考論文を用いて） 

5. 履修者各自の研究テーマ発表（各自の卒論・参考論文を用いて） 

6. 『日本一鑑』の読解  

7. 『日本一鑑』の読解  

8. 『日本一鑑』の読解  

9. 『日本一鑑』の読解  

10. 『日本一鑑』の読解  

11. 履修者各自の研究テーマに関わる研究文献について 

12. 履修者各自の研究テーマに関わる研究文献について 

13. 履修者各自の研究テーマに関わる研究文献について 

14. 今後の展望 

 

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

史料読解については、報告者はもちろんのこと、それ以外の履修者も事前に準備すること。 

『日本一鑑』の翻訳原稿は、報告者が報告後に演習における質疑応答を踏まえて加筆・修正を加え、履修者全員に送付するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解レポート（数回）(40%)/口頭発表(40%)/授業時の積極的な発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2005、『海と帝国』、講談社 (ISBN:978-4-06-274059-3) 

2. 上田信、2013、『シナ海域 蜃気楼王国の興亡』、講談社 (ISBN:978-4-06-218543-1) 

3. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

テキスト１・２は無料配布、テキスト３は著者割引にて販売します。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC166／東洋史演習 ３Ｂ 

(Seminar in Asian History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の創成 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海域アジア史を史料に基づいて検討する。 

履修者の個別テーマを深め、プレゼンテーション・文章表現の向上を図る。 

 

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

The course aims to deepen students' individual themes and improve their expressiveness in presentations and text. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンゴル帝国から清代までを対象にして、『日本一鑑』などの史料を読みながら、考察を深める。特に渡海者の視点から、アジア

の歴史を見直し、新たな歴史像が構築できるか、議論を重ねながら検討する。 

あわせて、履修者の研究テーマについて、構想の発表、研究文献の検討、史料の読解を進める。 

 

It will also deepen examination through readings of historical materials including Nihon ikkan, covering the period from the 

Mongol Empire to the Qing Dynasty. This course will review the history of Asia, particularly from the perspective of people who 

crossed the sea. Through discussions, it will consider the possibility of constructing a new depiction of history. 

At the same time, the course will advance presentation of ideas, examination of research literature, and comprehension of 

historical materials pertaining to students' research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修者の史料読解 

2. 履修者の史料読解 

3. 履修者の史料読解 

4. 修士論文構想の検討 

5. 修士論文構想の検討 

6. 『日本一鑑』の読解  

7. 『日本一鑑』の読解  

8. 論文構成の討議 

9. 論文構成の討議 

10. 『日本一鑑』の読解  

11. 『日本一鑑』の読解  

12. 『日本一鑑』の読解および修士論文の執筆に関する質疑応答 

13. 『日本一鑑』の読解および修士論文の執筆に関する相談 

14. 修士論文完成報告会 

 

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

史料読解については、報告者はもちろんのこと、それ以外の履修者も事前に準備すること。 

『日本一鑑』の翻訳原稿は、報告者が報告後に演習における質疑応答を踏まえて加筆・修正を加え、履修者全員に送付するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解レポート（数回）(40%)/口頭発表(40%)/授業時の積極的な発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2005、『海と帝国』、講談社 (ISBN:978-4-06-274059-3) 

2. 上田信、2013、『シナ海域 蜃気楼王国の興亡』、講談社 (ISBN:978-4-06-218543-1) 

3. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

テキスト１・２は無料配布、テキスト３は著者割引にて販売します。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC173／西洋史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Western History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代考古学の理論と方法 

担当者名 

（Instructor） 
新井 才二(ARAI SAIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

考古学の理論と方法の学習を通じ、過去における諸問題を考古学的視点から解決する能力を培う。また、歴史学や人類学、社

会学といった隣接分野との統合を進め、過去の人類社会を解明するための総合的な視点を養う。 

 

The objective of this course is to cultivate the ability to solve problems in the past from the viewpoint of archaeology through 

studying archaeological theories and methods. In Addition, by promoting integration with adjacent fields such as history, 

anthropology and sociology, we will develop a comprehensive perspective to elucidate past human societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

考古学は研究の対象とする資料や目的によって、いくつもの分野に枝分かれしている。本講義では考古学という学問における

様々な研究法を、実際の研究例に触れながら紹介する。授業ごとに異なるテーマを取り扱い、それによってどのような研究が可

能であるのか議論を行う。 

 

Archaeology branches out into various subdisciplines depending on objects and goals. In this course, various research 

methodologies in archaeology will be introduced referring previous studies. Each classes deals with different topics, and we will 

discuss to what kind of issues in the past each methods can be applied. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代考古学の理論と方法 (1) 

2. 現代考古学の理論と方法 (2) 

3. 現代考古学の理論と方法 (3) 

4. 現代考古学の理論と方法 (4) 

5. 現代考古学の理論と方法 (5) 

6. 現代考古学の理論と方法 (6) 

7. 現代考古学の理論と方法 (7) 

8. 現代考古学の理論と方法 (8) 

9. 現代考古学の理論と方法 (9) 

10. 現代考古学の理論と方法 (10) 

11. 現代考古学の理論と方法 (11) 

12. 現代考古学の理論と方法 (12) 

13. 現代考古学の理論と方法 (13) 

14. 現代考古学の理論と方法 (14) 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途支持する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は授業内でその都度配布を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. コリン・レンフルー、ポール・バーン、2007、『考古学ー理論・方法・実践ー』、東洋書林 (ISBN:9784887217157) 

2. 安斎正人編、2004、『現代考古学事典』、同成社 (ISBN:9784886212948) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した授業で、現物資料なども適宜活用する。 
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注意事項（Notice） 
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■JC174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC174／西洋史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Western History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西アジア・中央アジアの考古学 

担当者名 

（Instructor） 
新井 才二(ARAI SAIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西アジアにおける狩猟採集から農耕牧畜への移行の過程に関する研究を通じ、現代の西洋文明がどのような基盤の上に成立し

たものであるのか理解を深める。 

 

This course will give an opportunity to better understanding for roots of western civilization through studying the process of 

transition from foraging to farming. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では西アジアにおける更新世末から完新世の初頭にかけて、時代ごとの人々の生活形態の変化を概観することで、先史

時代にどのようにして食糧生産経済が成立したのか議論を行う。また、初期農耕民の周辺地域への拡散の様相を扱い、どのよう

にユーラシアの東西交流の成立に影響を与えたかにも触れる。 

 

In this course, we will discuss that how food-producing economy was established in prehistory through the overview of changes 

in lifeways of people from final Pleistocene to early Holocene West Asia. In addition, how the early farmers played important 

roles in the establishment of East-West interchanges will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西アジア・中央アジアの考古学 (1) 

2. 西アジア・中央アジアの考古学 (2) 

3. 西アジア・中央アジアの考古学 (3) 

4. 西アジア・中央アジアの考古学 (4) 

5. 西アジア・中央アジアの考古学 (5) 

6. 西アジア・中央アジアの考古学 (6) 

7. 西アジア・中央アジアの考古学 (7) 

8. 西アジア・中央アジアの考古学 (8) 

9. 西アジア・中央アジアの考古学 (9) 

10. 西アジア・中央アジアの考古学 (10) 

11. 西アジア・中央アジアの考古学 (11) 

12. 西アジア・中央アジアの考古学 (12) 

13. 西アジア・中央アジアの考古学 (13) 

14. 西アジア・中央アジアの考古学 (14) 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途支持する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は授業内でその都度配布を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大津忠彦、常木晃、西秋良宏、1997、『西アジアの考古学』、同成社 (ISBN:9784886211545) 

2. ピーター・ベルウッド、2008、『農耕起源の人類史』、京都大学出版会 (ISBN:9784876987221) 

3. Barry Cunliffe. 2015. By Steppe, Desert, and Ocean: The Birth of Eurasia. Oxford University Press (ISBN:9780199689170) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した授業で、現物資料なども適宜活用する。 



 - 91 - 

 

注意事項（Notice） 
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■JC175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC175／西洋史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Western History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史の文献購読 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 悠人(ISHIBASHI YUTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA223「西洋史特論１」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC331 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の読解を通して、西洋近代史・世界史に関する近年の見方と研究動向を理解する。 

 

This course provide an overview of a recent understanding of modern European and world history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel eds, An Emerging Modern World を輪読し、近代世界の成り立ちを多角的な観点から

考察する。また、受講生は個人研究のテーマについての報告を行う。 

 

We will read and dicuss a book, entitled An Emerging Modern World, edited by Conrad and Osterhammel.  

 

About the book (from the publisher's website) 

For as long as there have been nations, there has been an “international”—a sphere of cross-border relations. But for most of 

human history, this space was sparsely occupied. States and regions were connected by long-distance commerce and the 

spasms of war, yet in their development they remained essentially separate. The century after 1750 marked a major shift. 

Fleeting connection gave way to durable integration. Culture, politics, and society were increasingly, and indelibly, entangled 

across continents. An Emerging Modern World charts this transformative period, addressing major questions about the roots of 

the present from a distinctly global perspective. 

Why, for instance, did industrialization begin in England and not in China? Was there early capitalist development outside of the 

West? Was the Enlightenment exclusively a European event? Led by editors Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel, a 

distinguished group of historians tackles these issues, along with the roles of nomads and enslaved people in fostering global 

integration, the development of a bourgeoisie outside Euro-America, Hinduism’s transformation from local practices into a 

universal system, the invention of pan-Islamic identity, and the causes and effects of the revolution in time regimes. The world 

appeared to be undergoing such a radical renewal that the impression of an epochal watershed was widespread. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Introduction  

2. 文献講読の報告と討議（1）   Reading, presentation and disucssion 

3. 文献講読の報告と討議（2）   Reading, presentation and disucssion 

4. 文献講読の報告と討議（3）   Reading, presentation and disucssion 

5. 文献講読の報告と討議（4）   Reading, presentation and disucssion 

6. 文献講読の報告と討議（5）   Reading, presentation and disucssion 

7. 文献講読の報告と討議（6）   Reading, presentation and disucssion 

8. 文献講読の報告と討議（7）   Reading, presentation and disucssion 

9. 文献講読の報告と討議（8）   Reading, presentation and disucssion 

10. 受講生の研究報告（1） Presenting a research paper     

11. 受講生の研究報告（2） Presenting a research paper     

12. 受講生の研究報告（3） Presenting a research paper     

13. 受講生の研究報告（4） Presenting a research paper     

14. 受講生の研究報告（5） Presenting a research paper     

 

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

指定された文献を前もって読んで授業に臨むこと。 

Students need to read each chapter of the book before the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論の参加度(50%) 、レジュメの提出(50%)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel. 2018. An Emerging Modern World. Harvard UP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC176／西洋史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Western History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史の文献購読 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 悠人(ISHIBASHI YUTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA224「西洋史特論２」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC332 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の読解を通して、西洋近代史・世界史に関する近年の見方と研究動向を理解する。 

 

This course provide an overview of a recent understanding of modern European and world history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel eds, An Emerging Modern World を輪読し、近代世界の成り立ちを多角的な観点から

考察する。また、受講生は個人研究のテーマについての報告を行う。 

 

We will read and dicuss a book, entitled An Emerging Modern World, edited by Conrad and Osterhammel.  

 

About the book (from the publisher's website) 

For as long as there have been nations, there has been an “international”—a sphere of cross-border relations. But for most of 

human history, this space was sparsely occupied. States and regions were connected by long-distance commerce and the 

spasms of war, yet in their development they remained essentially separate. The century after 1750 marked a major shift. 

Fleeting connection gave way to durable integration. Culture, politics, and society were increasingly, and indelibly, entangled 

across continents. An Emerging Modern World charts this transformative period, addressing major questions about the roots of 

the present from a distinctly global perspective. 

Why, for instance, did industrialization begin in England and not in China? Was there early capitalist development outside of the 

West? Was the Enlightenment exclusively a European event? Led by editors Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel, a 

distinguished group of historians tackles these issues, along with the roles of nomads and enslaved people in fostering global 

integration, the development of a bourgeoisie outside Euro-America, Hinduism’s transformation from local practices into a 

universal system, the invention of pan-Islamic identity, and the causes and effects of the revolution in time regimes. The world 

appeared to be undergoing such a radical renewal that the impression of an epochal watershed was widespread. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Introduction  

2. 文献講読の報告と討議（1）   Reading, presentation and disucssion 

3. 文献講読の報告と討議（2）   Reading, presentation and disucssion 

4. 文献講読の報告と討議（3）   Reading, presentation and disucssion 

5. 文献講読の報告と討議（4）   Reading, presentation and disucssion 

6. 文献講読の報告と討議（5）   Reading, presentation and disucssion 

7. 文献講読の報告と討議（6）   Reading, presentation and disucssion 

8. 文献講読の報告と討議（7）   Reading, presentation and disucssion 

9. 文献講読の報告と討議（8）   Reading, presentation and disucssion 

10. 受講生の研究報告（1） Presenting a research paper     

11. 受講生の研究報告（2） Presenting a research paper     

12. 受講生の研究報告（3） Presenting a research paper     

13. 受講生の研究報告（4） Presenting a research paper     

14. 受講生の研究報告（5） Presenting a research paper     

 

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

指定された文献を前もって読んで授業に臨むこと。 

Students need to read each chapter of the book before the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論の参加度(50%) 、レジュメの提出(50%)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel. 2018. An Emerging Modern World. Harvard UP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC177／西洋史特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Western History 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Enlightenment and Revolution 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of course is to provide students with the opportunity to develop advanced communication skills through the discussion 

of controversial issues in Modern Western History and their impact on the rest of the world.  Students will be required to give 

presentations on assigned readings and lead class discussions. They will also analyze documents and write an essay on one of 

the course textbooks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The Enlightenment was an intellectual movement of eighteenth-century Europe. To many it remains the inspiration of our 

commitments to the betterment of the human condition. To others, it represents the elevation of one set of European values to 

the world, many of whose peoples have quite different values. In this course we will explore the relationship between the 

historical Enlightenment and the idea of 'Enlightenment'.   

Between 1760 and 1800, the American people cast off British Imperial rule to create a new nation and a radically new form of 

government based on the Enlightenment idea that people have the right to govern themselves.  The Revolution's essential 

ideals would influence other struggles against oppressive power or colonial systems in France, Latin America, and Asia. However 

those same principles would also challenge existing institutions, such as slavery, in the new republic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduced and syllabus explained  

2. Theme:  The Enlightenment 

3.  Theme:  Engaging with Religion 

4. Theme:   Bettering the human condition 

5. Theme:   Enlightening the public 

6. Theme:  The Enlightenment in Philosophy and History 

7. Primary Sources: ‘What is Enlightenment?’  

8. Theme:  The American Revolution's origins 

9. Theme:   Rebellion in the Colonies 

10.  Theme:  Independence 

11. Theme:  War for independence 

12.  Theme:  Was America different? 

13. Primary Sources:  ‘Revolution for whom?’  

14. Essay presentations 

 

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

Students are required to read assigned pages of the course textbooks, and write answers to questions given before class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(40%)/Essay(40%)/Class discussions(20%) 

Marks will be allocated on participation in class discussions (20%) presentations (40%) and essay (40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Robertson. 2015. The Enlightenment: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780199591787) 

2. Robert J. Allison. 2015. The American Revolution: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780190225063) 

3. Heather Andrea Williams. 2014. American Slavery: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780199922680) 

4. Ashley Jackson. 2013. The British Empire: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780199605415) 

5. William Doyle. 2019. The French Revolution: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780198840077) 

Students are  required to purchase the course textbooks. 

 

参考文献（Readings） 
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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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■JC178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC178／西洋史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Western History 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Slavery and Empire 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of course is to provide students with the opportunity to develop advanced communication skills through the discussion 

of controversial issues in Modern Western History and their impact on the rest of the world.  Students will be required to give 

presentations on assigned readings and lead class discussions. They will also analyze documents and write an essay on one of 

the course textbooks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Europeans, Africans, and American Indians practiced slavery long before the first purchase of a captive African by a white land-

owner in the American colonies.  This course will explore the effects of slavery on the American colonies which later became 

the United States of America, following the attainment of independence from Great Britain. It will also examine the contradiction 

of America's moral and philosophical ideology that valorized freedom on one hand and justified the enslavement of a population 

deemed inferior on another.   

Her former ruler, Great Britain, was the most dominant slave-trading country between 1640 and 1807, when the British slave 

trade was finally abolished.  In this course we will examine how the British Empire, built on the profits of the slave trade, was 

ruled.  We will also consider how we should view its place in world history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduced and syllabus explained   

2. Theme:  Old worlds collide through the Atlantic slave trade 

3. Theme:  Putting slavery into place in the American colonies 

4. Theme:  Early challenges to slavery in America 

5. Theme:  America built on slavery 

6. Theme:  Making life bearable 

7. Theme:  Domination and resistance 

8. Theme:  Taking slavery apart 

9. Theme:  What was the British Empire? 

10. Theme:  The British Empire: An empire among empires 

11. Theme:  Motives of imperial expansion and themes in imperial expansion 

12. Theme:  Writing about the British Empire 

13. Theme:  Legacies and audits of the British Empire 

14. Essay presentations 

 

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

Students are required to read assigned pages of the course textbooks and write answers to questions given before class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class discussions(20%)/Presentations(40%)/Essay(40%) 

Marks will be allocated on participation in class discussions (20%) student presentations (40%) and essay (40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Heather Andrea Williams. 2014. American Slavery: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780199922680) 

2. Ashley Jackson. 2013. The British Empire: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780199605415) 

Students need to purchase the course textbooks.   

 

参考文献（Readings） 

Students will receive information about essential reading for this course at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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Classes will be held in both lecture and seminar style.   

 

注意事項（Notice） 
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■JC181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC181／西洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Western History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史・近代史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、近代史の研究動向を批判的に整理・検討できるようになる。 

 

Students will learn to critically decipher the findings of research in history studies, with a focus on United States history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクスト購読を中心に検討をすすめる。履修者の論文執筆を射程に、履修者に個人報告の機会を与える。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week. The course will give students opportunities for 

individual reports, aimed at the writing of their theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 個人研究報告（1） 

6. 演習（4） 

7. 演習（5） 

8. 演習（6） 

9. 個人研究報告（2） 

10. 演習（7） 

11. 演習（8） 

12. 演習（9） 

13. 演習（10） 

14. 最終討議 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC182／西洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Western History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史・近代史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、近代史の研究動向を批判的に整理・検討できるようになる。 

 

Students will learn to critically decipher the findings of research in history studies, with a focus on United States history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクスト購読を中心に検討をすすめる。履修者の論文執筆を射程に、履修者の個人報告を随時求める。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week. The course may request individual reports from 

students, aimed at the writing of their theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 個人研究報告（1） 

6. 演習（4） 

7. 演習（5） 

8. 演習（6） 

9. 個人研究報告（2） 

10. 演習（7） 

11. 演習（8） 

12. 演習（9） 

13. 演習（10） 

14. 最終討議 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC183／西洋史演習 ２Ａ 

(Seminar in Western History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世史料テクスト（ラテン語）を、そのコンテクストに注意を払いつつ、読解できるようになることを目標とする。 

 

This course aims enable students to read the text of Western medieval historical materials in Latin, with special attention to the 

context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋中世史料の読解をすすめるとともに、参加者による研究報告も適宜行う。読解対象テクストは、出席者と相談して決定する。 

 

While engaging in the reading of Western medieval historical materials, participants will deliver research reports as appropriate. 

Texts to be read will be decided in consultation with course participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（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） 

ラテン語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC184／西洋史演習 ２Ｂ 

(Seminar in Western History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世史料テクスト（ラテン語）を、そのコンテクストに注意を払いつつ、読解できるようになることを目標とする。 

 

This course aims enable students to read the text of Western medieval historical materials in Latin, with special attention to the 

context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋中世史料の読解をすすめるとともに、参加者による研究報告も適宜行う。読解対象テクストは、出席者と相談して決定する。 

 

While engaging in the reading of Western medieval historical materials, participants will deliver research reports as appropriate. 

Texts to be read will be decided in consultation with course participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（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） 

ラテン語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC185／西洋史演習 ３Ａ 

(Seminar in Western History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代イギリス史演習 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス近現代史を中心に，西洋史研究に有益な情報を参加者間で共有する。問題発見，見解の提示，論文構成，討論などの

研究能力を高める。 

 

Students learn necessary academic skills as to Western history studies, focusing on modern and contemporary British history 

studies. Through this, they enhance their research abilities, including finding research question, academic presentation, 

academic paper writing and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として，毎回参加者のうちの一人に，各自の問題関心に即した研究報告をしてもらい，その内容について批判的に検討す

る。授業担当者を含めた参加者全員による討論を通じて，報告者が提示する研究の意義と問題点を明らかにし，当該研究のさら

なる発展の可能性を探る。 

 

As a general rule, this course require students in a series of seminars to present a research report based on their personal 

interests. In doing so, it also requires other participating students to pose questions and comments in an academic manner, 

which would contribute to further development of  research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告者と，とりあげるテーマを決定する。 

2. 個別報告１  

3. 個別報告２ 

4. 個別報告３ 

5. 個別報告４ 

6. 個別報告５ 

7. 個別報告６ 

8. 個別報告７ 

9. 個別報告８ 

10. 個別報告９ 

11. 個別報告１０ 

12. 個別報告１１ 

13. 個別報告１２ 

14. まとめ：学期中の成果のふりかえりを行う。 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告担当者として行った個別報告の内容(50%)/毎回の討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC186／西洋史演習 ３Ｂ 

(Seminar in Western History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代イギリス史演習（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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス近現代史を中心に，西洋史研究に有益な情報を参加者間で共有する。問題発見，見解の提示，論文構成，討論などの

研究能力を高める。 

 

Students learn necessary academic skills as to Western history studies, focusing on modern and contemporary British history 

studies. Through this, they enhance their research abilities, including finding research question, academic presentation, 

academic paper writing and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として，毎回参加者のうちの一人に，各自の問題関心に即した研究報告をしてもらい，その内容について批判的に検討す

る。授業担当者を含めた参加者全員による討論を通じて，報告者が提示する研究の意義と問題点を明らかにし，当該研究のさら

なる発展の可能性を探る。 

 

As a general rule, this course requires students in a series of seminars to present a research report based on their personal 

academic interests. In doing so, it also requires other participating students to pose questions and comments in an academic 

manner, which would contribute to further development of research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告者と，とりあげるテーマを決定する。 

2. 個別報告１  

3. 個別報告２ 

4. 個別報告３ 

5. 個別報告４ 

6. 個別報告５ 

7. 個別報告６ 

8. 個別報告７ 

9. 個別報告８ 

10. 個別報告９ 

11. 個別報告１０ 

12. 個別報告１１ 

13. 個別報告１２ 

14. まとめ：学期中の成果のふりかえりを行う。 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告担当者として行った個別報告の内容(50%)/毎回の討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC191／史学史 Ａ 

(Historiography A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の最近の研究動向と古典 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC341 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史学史中の重要なテーマに関する古典と最新の双方の文献に目を通すことで、歴史理論と史料解釈の方法論の基礎固めを行

う。 

 

By looking at both classical and recent literature on important themes in historiography, the course will lay the foundations of a 

methodology for interpreting historical theories and historical materials.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、現在の歴史学の基本となっている古典、基礎的著作、そして近年刊行された最新の文献の双方の精読を通じて、大

学院で研究の端緒についた大学院生に対し、自らのよってたつ「歴史学」という学問そのものに対する理解を深めてもらい、自己

の歴史研究の史学史上の位置付けに対しより自覚的になってもらうことを念頭に置いている。また、狭義の専門とは異なる受講

生との対話や討論を通じ、幅広い視野から「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

 

 具体的には、学期ごとにある一定のテーマに沿った古典、あるいは最新の著作の何点かに目を通し、担当者がレジュメを作成

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。春学期のテーマとしては「グローバル時代の歴史学」を予定しているが、

具体的に扱う教材については受講者と相談の上で決定したい。 

 

In the class, graduate students who are beginning research at the graduate school will deepen their understanding of the 

academic discipline of historical studies itself, through detailed readings of the classics and fundamental writings that form the 

basis of present-day historical studies. The goal is to make students more aware of the positioning of their own history studies 

research within historiography. In addition, it is hoped that students will acquire a footing that views the academic discipline of 

historical studies from a broad perspective, through dialog and discussions with other course takers from outside the students' 

own narrowly-defined specialties. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

各週で扱う教材の該当部分に予め目を通してきてもらうことが、参加する上での前提となる。あわせて、レジュメ作成の担当となっ

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. リン・ハント、2016、『グローバル時代の歴史学』、岩波書店 (ISBN:978-4000226400) 

2. 長谷川貴彦、2016、『現代歴史学への展望  言語論的転回を超えて』、岩波書店 (ISBN:978-4000611268) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC192／史学史 Ｂ 

(Historiography B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の最近の研究動向と古典 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC342 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史学史中の重要なテーマに関する古典と最新の双方の文献に目を通すことで、歴史理論と史料解釈の方法論の基礎固めを行

う。 

 

By looking at both classical and recent literature on important themes in historiography, the course will lay the foundations of a 

methodology for interpreting historical theories and historical materials.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、現在の歴史学の基本となっている古典、基礎的著作、そして近年刊行された最新の文献の双方の精読を通じて、大

学院で研究の端緒についた大学院生に対し、自らのよってたつ「歴史学」という学問そのものに対する理解を深めてもらい、自己

の歴史研究の史学史上の位置付けに対しより自覚的になってもらうことを念頭に置いている。また、狭義の専門とは異なる受講

生との対話や討論を通じ、幅広い視野から「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

 

 具体的には、学期ごとにある一定のテーマに沿った古典、あるいは最新の著作の何点かに目を通し、担当者がレジュメを作成

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。具体的に扱う教材については受講者と相談の上で決定したいが、秋学期

については「グローバルヒストリー」を予定している。 

 

In the class, graduate students who are beginning research at the graduate school will deepen their understanding of the 

academic discipline of historical studies itself, through detailed readings of the classics and fundamental writings that form the 

basis of present-day historical studies. The goal is to make students more aware of the positioning of their own history studies 

research within historiography. In addition, it is hoped that students will acquire a footing that views the academic discipline of 

historical studies from a broad perspective, through dialog and discussions with other course takers from outside the students' 

own narrowly-defined specialties.   

 

Specifically, the course will look at a number of classics and recent works on set themes in each semester, and will proceed 

through the preparation of outlines by the person in charge followed by discussions of these. Although "Global History" is 

planned as the theme for the spring semester, the theme and the subject books will be decided in the first session in 

consultation with the course participants.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

各週で扱う教材の該当部分に予め目を通してきてもらうことが、参加する上での前提となる。あわせて、レジュメ作成の担当となっ

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. ウォーラーステイン／川北稔訳、2013、『近代世界システム I―農業資本主義と「ヨーロッパ世界経済」の成立』、名古屋大学

出版会 (ISBN:9784815807436) 

2. E. ウォーラーステイン／川北稔訳、2013、『近代世界システム II―重商主義と「ヨーロッパ世界経済」の凝集 1600-1750』、名

古屋大学出版会 (ISBN:9784815807443) 

3. 川北稔編、2001、『知の教科書 ウォーラーステイン (講談社選書メチエ) 』、講談社 (ISBN:978-4062582223) 

4. K. ポメランツ／川北稔ほか訳、2015、『大分岐―中国、ヨーロッパ、そして近代世界経済の形成』、名古屋大学出版会 

(ISBN:9784815808082) 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS6510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2014 年度以前入学者は科目コード登録すること（JC701） 

後期課程用科目コード：PC301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けてテーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of methods for setting themes and of advancing research in the writing of their 

master's degree theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年生はテーマ設定についての研究報告を、2 年生以上はすでに設定されたテーマに関する研究報告をそれぞれ行い、各コース

の教員や出席者と質疑応答を交わした後、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うかは初回に決める。 

 

First-year students will deliver research reports on the setting of themes while second-year and higher students will deliver 

research reports on themes already established. Students will then receive guidance, following questions and answers among 

the course faculty members and participants. Each participant will deliver one presentation, on a schedule to be determined in 

the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

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） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS6510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2014 年度以前入学者は科目コード登録すること（JC702） 

後期課程用科目コード：PC302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて研究の進め方について理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of methods for advancing research aimed at the writing of their master's degree 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年生はすでに設定されたテーマに関する研究報告を、2 年生以上は修士論文の構想発表をそれぞれ行い、各コースの教員や

出席者と質疑応答を交わした後、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うかは初回に決める。 

 

First-year students will deliver research reports on themes already established while second-year and higher students deliver 

conceptual presentations on their master's degree theses. Students will then receive guidance, following questions and answers 

among the course faculty members and participants. Each participant will deliver one presentation, on a schedule to be 

determined in the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 116 - 

■JD151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD151／地域社会研究方法論 Ａ 

(Method of Area Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
合同ゼミナール 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

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） 
ICS6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PD301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  地域研究をおこなう際の方法論を、人文地理学・文化人類学および関連する学問分野から学び、それを実際にどのように生か

すかを具体的に検討する。 

 

  From human geography, cultural anthropology, and related disciplines, students will learn methodologies for conducting 

regional research, and will specifically examine how to put those into practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  授業では、履修者がそれぞれの関心と現在の研究テーマに即して順次発表をおこなう。複数の関連教員と専攻の大学院生全

員が常に出席して、コメントと討議を重ねる。発表は学会や研究会での口頭発表に準ずるものになるよう、発表者は資料の提示

や論旨の組み立て、研究の位置づけなどにおいて、それぞれ説得力を発揮することが期待されている。 

  履修者の発表の順番は、大学院の新入生の学部での卒論紹介、本年度修士論文執筆予定者のスケジュール、フィールドワー

クの予定、所属学会の研究大会の日程などを勘案して定める。初回の授業時に学期（一部は年間）の発表予定を決めるので、か

ならず出席すること。 

 

  In the class, students will deliver presentations in line with their interests and current research themes. Multiple related 

faculty members and all graduate students in the course will attend to comment and engage in discussions. Presenters will be 

expected to demonstrate persuasiveness in the presentation of materials, assembly of main points, positioning of research, etc., 

so that presentations will conform to oral presentations in academic meetings or study groups. 

  The order of students' presentations will be determined with consideration of the introduction of faculty graduation theses by 

new graduate students, the schedules of students planning to write master's theses this academic year, field work schedules, 

the schedules of the research meets of academic societies, etc. Students are expected to attend the first session, as the 

presentation schedule for the semester (and partially for the year) will be decided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １  初回は新入大学院生による 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

  事前に担当教員と打ち合わせをしておくことが望まれる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD152／地域社会研究方法論 Ｂ 

(Method of Area Studies B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
合同ゼミナール 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PD302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域研究を行う際の方法論を、人文地理学・文化人類学および関連する学問分野から学び、それを実際にどのように生かすかを

具体的に検討する。春学期の地域社会研究方法論 Aを履修した大学院生が継続して本授業を履修し、さらに修学を深化させ

る。したがって春学期の地域社会研究方法論 Aから継続して履修することが期待される。 

 

From human geography, cultural anthropology, and related disciplines, students will learn methodologies for conducting regional 

research, and will specifically examine how to put those into practice. Graduate students who took Method of Area Studies A in 

the spring semester continue on to this class to deepen their studies. Therefore, students expected to continue on to this 

course from Method of Area Studies A in the spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者がそれぞれの関心と現在の研究テーマに即して順次発表を行う。複数の関連教員と専攻の大学院生全員が常に出席し

て討議を重ねる。発表は学会や研究会での口頭発表に準ずるものとなるよう、発表者は資料の提示や論旨の組み立て、研究の

位置づけなどにおいて、それぞれ説得力を発揮することが期待されている。修士論文執筆、各種学会誌への投稿、各種研究学

会での発表に向けて、日程を調整しながら内容の高度化を図る。 

 

Course takers will deliver presentations on their current research themes of interest. Multiple related faculty members and all 

graduate students in the course will attend to engage in discussions. Presenters will be expected to demonstrate 

persuasiveness in the presentation of materials, assembly of main points, positioning of research, etc., so that presentations will 

conform to oral presentations in academic meetings or study groups. Adjusting the class schedule as required, the course will 

aim to enhance the content of students' master's degree theses, submissions to academic journals, and presentations in study 

groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １ 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

事前に指導教員と十分な打ち合わせをしておくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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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■JD157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD157／地理学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Geography 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ブラジル地誌，ブラジル地域調査法 

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） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献の精読と発表，質疑応答を通して，ブラジルの地域的性格について理解を深めるとともに，ブラジルでの具体的研究事例に

基づき，地理学的フィールドワークの方法を学ぶ． 

 

The purpose of this course is to understand regional characteristics of Brazil by reading the academic literature and also to 

learn fieldwork methodology through geographical research examples in Brazil. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生が，ブラジル地誌に関する文献を精読し，その内容を発表し質疑応答を行う． 

教員が，ブラジル地域研究の具体的調査事例について講義する． 

 

Student are expected to read an academic work and provide  a presentation about its content. 

The instructor introduces some research examples about Brazilian geography. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション．授業の進め方などに関する解説． 

2. ブラジル地誌１：総論と自然環境 

3. ブラジル地誌２：都市と人種・民族 

4. ブラジル地誌３：宗教と音楽 

5. ブラジル地誌４：農業と観光 

6. ブラジル地誌５：ブラジルの日系人，日本の日系ブラジル人 

7. ブラジル地誌６：世界の中のブラジル 

8. ブラジル地域調査法１：パンタナール湿原の自然環境と農業 

9. ブラジル地域調査法２：パンタナール湿原の観光開発と環境問題 

10. ブラジル地域調査法３：ノルデステの灌漑果樹農業 

11. ブラジル地域調査法４：ノルデステの日系社会 

12. ブラジル地域調査法５：アマゾンへの日系人の入植 

13. GPSによるフィールドワークの実践 

14. まとめ 

 

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

テキストおよび参考文献の精読． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業時に出される課題(100%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (プレゼンテーションの内容 40%,質疑応答への積極性 20%,最終レポート(Final Report)40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 丸山浩明、2013、『世界地誌シリーズ６ブラジル』、朝倉書店 (ISBN:9784254169263) 

 

参考文献（Readings） 

1. 丸山浩明、2011、『パンタナール』、海青社 (ISBN:9784860992767) 

2. 斎藤 功ほか、1999、『ノルデステ』、大明堂 (ISBN:4470490318) 

3. 丸山浩明、2000、『砂漠化と貧困の人間性』、古今書院 (ISBN:4772240187) 

4. 松本栄次、2012、『写真は語る南アメリカ・ブラジル・アマゾンの魅力』、二宮書店 (ISBN:9784817603647) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD158／地理学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Geography 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

新大陸における海外フィールドワーク論 

Methodology of overseas fieldwork 

担当者名 

（Instructor） 
堤 純(TSUTSUMI JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．新大陸地域における自然，歴史，文化的な特徴を説明できる。 

２．新大陸地域の都市社会が抱える諸問題とその解決策について一例を挙げて説明できる。  

 

The aims of this course are: 

1. Students are expected to explain the nature, history, and cultural characteristics of a country in the New World. 

2. Students are expected to give examples and explain the problems faced by urban society in the New World and solutions to 

these.  

 

授業の内容（Course Contents） 

海外（とくに新大陸）におけるフィールドワークについて，具体的事例の説明を通して説明する。担当者のフィールドはオーストラリ

アであるため，授業にはオーストラリアの事例が多く登場する予定である。なお，取り上げられた各トピックスは，カナダ，アメリ

カ，ブラジルなどと比較しながら授業を行う予定である。 

 

In this course, the methodology of overseas fieldwork (particularly in the New World) is explained based on some concrete 

examples. As the instructor's main research field is Australia, more than half the examples are from Australia; however, those 

examples are compared effectively to examples from  Canada, USA, and Brazil (Latin American countries) in case of need. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 自然環境から地域を見る①（地質学的な視点） 

3. 自然環境から地域を見る②（多様な気候条件：オーストラリアではなぜコアラとカンガルーが大繁殖したか） 

4. 映画に描かれた移民社会の表象① −アイルランド移民への迫害の例− 

5. 映画に描かれた移民社会の表象② −先住民の失われたアイデンティティ−  

6. 広大な大地と Dreaming Story −先住民の文化−  

7. 政治史からみる新大陸地域 −政権交代と社会・経済の変化−  

8. 多国間関係からみる新大陸地域 −貿易パターンからみる社会・経済の関係変化−  

9. 国勢調査データからみる地域① −マクロに地域を捉える工夫−  

10. 国勢調査データからみる地域② −事例地区の絞り方の例−  

11. 国勢調査データからみる地域③ −フローデータから地域を捉える工夫−  

12. オーストラリアの都市社会①（グローバル都市・シドニー） 

13. オーストラリアの都市社会②（伝統と最新が調和する都市・メルボルン） 

14. Lovely Aussie Lifestyle（wagyu，バーベキュー，LOHAS な休日，LGBT観光など）  

 

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

次週の授業内容は、前週の講義終了時に案内する。次週で使うパワーポイントのスライドは前週までにはアップされているので，

次週の授業までの間にあらかじめ目を通してから当日の授業に臨むとよい。 

パワーポイントの内容と，授業時の教官の口頭説明や板書内容を書き取った自筆ノートとを比較しながら復習する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業後に書くミニコメント(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹田いさみ、2000、『物語オーストラリアの歴史 : 多文化ミドルパワーの実験』、中央公論社 (ISBN:9784121015471) 

2. 堤 純、2018、『変貌する現代オーストラリアの都市社会』、筑波大学出版会 (ISBN:4904074467) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業関係資料は，下記の URLに置きます。紙媒体では配りません。各自でダウンロードして下さい。 

http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~jtsu/lec_index.html 

毎回の授業で用いる教材（パワーポイント資料，アウトライン）を，授業前後各 1 週間（合計 2 週間）に限って上記 URLで公開し

ます。 

担当教官は兼任講師ゆえ，オフィスアワーはありません。質問・連絡事項がある場合は，メール（jtsu@geoenv.tsukuba.ac.jp）で受

け付けるが，その際，必ず「PCのメールアドレス（Gmailなどの Webmail 可）」から送信して下さい。携帯ドメイン（docomo, ezweb, 

softbank 等）からのアドレスには返信しません。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD159／文化人類学特殊研究 １Ａ 

(Studies in Cultural Anthropology 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化ダイナミクス論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 志乃(SATO SHINO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本美術についての史料を読み、理解する力をつける。また、史料の講読を通じて、その時代特有の精神や感情をイメージ

する。 

 

Students will read carefully and understand historical materials on modern Japanese Art. It is our purpose that, through these 

materials, we will image the distinctive spirits and feelings of that era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国をあげて近代化を推し進めた明治期。特に、美術界における「日本画」形成の過程は、近代国家日本が歩んだ道そのものであ

った。この講座では、西洋化を経て、日本のアイデンティティー構築へと邁進した美術界の動きに注目する。 

 

During the Meiji era, the modernization was accomplished by the efforts of the whole nation. In particular, formation of NIHON-

GA can be seen as a symbol of the route along which the modern nation of Japan progressed.This course will trace the artistic 

evolution from westernization to the construction of Japanese national identity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要、史料の紹介など 

2. 史料の講読と、これについての考察・議論 

3. 史料の講読と、これについての考察・議論 

4. 史料の講読と、これについての考察・議論 

5. 史料の講読と、これについての考察・議論 

6. 史料の講読と、これについての考察・議論 

7. 史料の講読と、これについての考察・議論 

8. 史料の講読と、これについての考察・議論 

9. 史料の講読と、これについての考察・議論 

10. 史料の講読と、これについての考察・議論 

11. 史料の講読と、これについての考察・議論 

12. 史料の講読と、これについての考察・議論 

13. 史料の講読と、これについての考察・議論 

14. まとめ 

 

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

授業で用いる史料を事前に読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料の読解(70%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業にて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD161／文化人類学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Cultural Anthropology 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象文化論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 壮広(SATOU TAKEHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代文化を理解し記述・表現する多様な方法を学ぶ。 

 

This course introduce various ways of understanding, writing and expressing on modern culture to students taking this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界各地の文化について表現する方法は、エスノグラフィー だけではなく、映像、文学、音楽、ドラマなど様々な形がある。それ

らを通して、フィールドにアプローチする多様な視点と表現を学ぶ。担当教員が沖縄文化について紹介するが、履修者の研究調

査トピックも紹介してもらいつつ、フィールドワークの成果としての「表現」とその方法について共に議論する。 

 

There are various ways to express cultures around the world, not only ethnography but also images, literature, music and 

dramas .Through them, we learn various viewpoints and expressions approaching to our fields..The lecturer introduce the culture 

of Okinawa islands.  Students would introduce their own research topics and discuss about them.  And then we all discuss 

about ''expressing'' of culture as a result of fieldwork. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（テーマ概要、授業の進め方、教員・履修者の関心のありかの共有） 

2. 文化研究のなかの表現・表象１（事例１ 沖縄文化研究と音楽） 

3. 文化研究のなかの表現・表象２（事例２ 沖縄文化研究と映画） 

4. 文化研究のなかの表現・表象３（事例３ 沖縄文化研究と文学） 

5. 文化研究のなかの表現・表象４（事例４ 沖縄文化研究とドキュメンタリー） 

6. 文化研究における表象論の位置について（表象文化論の検討） 

7. 事例の検討１（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

8. 事例の検討２（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

9. 事例の検討３（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

10. 事例の検討４（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

11. 事例の検討５（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

12. 事例の検討６（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

13. 事例の検討７（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

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） 

文化、表象、記号、解釈、表現などのキーワードについて基本的理解を深めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の討論・思考の深まり(70%)/随時のリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキスト、参考資料は、授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

テキスト、参考資料は、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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■JD162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD162／文化人類学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Cultural Anthropology 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象文化論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 壮広(SATOU TAKEHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代文化を理解し記述・表現する多様な方法と視点を学ぶ。 

 

This course introduce various ways of understanding, writing and expressing on modern culture to students taking this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界各地の文化について表現する方法は、エスノグラフィー だけではなく、映像、文学、音楽、ドラマなど様々な形がある。それ

らを通して、フィールドにアプローチする多様な視点と表現を学ぶ。担当教員が沖縄文化について紹介するが、履修者の研究調

査トピックも紹介してもらいつつ、フィールドワークの成果としての「表現」とその方法について共に議論する。 

 

There are various ways to express cultures around the world, not only ethnography but also images, literature, music and 

dramas .Through them, we learn various viewpoints and expressions approaching to our fields..The lecturer introduce the culture 

of Okinawa islands. Students would introduce their own research topics and discuss about them. And then we all discuss about 

''expressing'' of culture as a result of fieldwork. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（テーマ概要、授業の進め方、教員・履修者の関心のありかの共有） 

2. 文化研究のなかの表現・表象１（事例１ 沖縄文化研究と音楽） 

3. 文化研究のなかの表現・表象２（事例２ 沖縄文化研究と映画） 

4. 文化研究のなかの表現・表象３（事例３ 沖縄文化研究と文学） 

5. 文化研究のなかの表現・表象４（事例４ 沖縄文化研究とドキュメンタリー） 

6. 文化研究における表象論の位置について（表象文化論の検討） 

7. 事例の検討１（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

8. 事例の検討２（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

9. 事例の検討３（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

10. 事例の検討４（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

11. 事例の検討５（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

12. 事例の検討６（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

13. 事例の検討７（各研究テーマにみられる表現・表象の検討ー履修者と相談の上で進める） 

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） 

文化、表象、記号、解釈、表現などのキーワードについて基本的理解を深めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の討論・思考の深まり(70%)/随時のリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキスト、参考資料は、授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

テキスト、参考資料は、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期の「文化人類学特殊研究２A」とは異なる事例・作品をとりあげ、文化と表現の関係性について、より深く考察・議論する予

定。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地理学調査演習 Ａ 

(Geographical Surveys A) 

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） 
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） 
ICS5630 

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、秋学期の地理学調査演習 B 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。 

 

This course aims to prepare students for fieldwork in Istanbul, Turkey, which will take place in Geographical Survey B 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、地理学調査演習 B 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。地理学調

査演習 Aは、地理学調査演習 B を履修する学生のみが履修できる。 

 

This course aims to provide students with experience of surveying historical architecture and traditional cityscapes and 

attempting to understand the history of various people who lived in Istanbul. Students are required to write a report after the 

fieldwork. Geographical Surveys A 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. 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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■JD166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地理学調査演習 Ｂ 

(Geographical Surveys B) 

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） 
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） 
ICS5630 

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。 

 

This course aims to help students acquire  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。地理学調査演習 Aを履修していることが前提条件である。 

 

This course aims to provide students with experience of surveying historical architecture and traditional cityscapes and 

attempting to understand the history of various people who lived in Istanbul. Students are required to write a report after the 

fieldwork. Geographical Surveys A 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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■JD169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD169／地理学演習 １Ａ 

(Seminar in Geography 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学の基礎的な理論や方法，先行研究の成果などについて，参加者の具体的な研究発表や全体討論を通じて理解力を高め

る。また，論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

The course will enhance students' understanding of fundamental theories and methods of geography, the findings of previous 

research, etc. through research presentations and general discussions by participants. In addition, students will learn logical and 

technical methods related to the writing of research papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の興味・関心や問題意識に即した研究発表と参加者による全体討論を通じて，フィールドワークに立脚した地理学的研究能

力や，論文執筆能力の向上を図る。なお，科目の性格上，地理学演習 1B も併せて受講することが望ましい。 

 

Through research presentations and general discussions by participants in line with their own interests and awareness of issues, 

the course aims to improve students' capabilities for fieldwork-based geographical research and for writing research papers. 

Due to the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Geography 1B. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自の問題意識や興味関心に従い，関連の学術論文や研究書などを渉猟して、鋭意文献研究を進めておくこと。また、毎時の授

業で指摘された課題については、次回の授業までに改善をはかること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/全体討論での発言(30%)/授業で指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD170／地理学演習 １Ｂ 

(Seminar in Geography 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学の基礎的な理論や方法，先行研究の成果などについて，参加者の具体的な研究発表や全体討論を通じて理解力を高め

る。また，論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

The course will enhance students' understanding of fundamental theories and methods of geography, the findings of previous 

research, etc. through research presentations and general discussions by participants. In addition, students will learn logical and 

technical methods related to the writing of research papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の興味・関心や問題意識に即した研究発表と参加者による全体討論を通じて，フィールドワークに立脚した地理学的研究能

力や，論文執筆能力の向上を図る。なお，科目の性格上，地理学演習 1A とともに受講することが望ましい。 

 

Through research presentations and general discussions by participants in line with their own interests and awareness of issues, 

the course aims to improve students' capabilities for fieldwork-based geographical research and for writing research papers. 

Due to the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Geography 1A. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自の問題意識や興味関心に従い，関連の学術論文や研究書などを渉猟して、鋭意文献研究を進めておくこと。また、毎時の授

業で指摘された課題については、次回の授業までに改善をはかること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/全体討論での発言(30%)/授業で指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD171／地理学演習 ２Ａ 

(Seminar in Geography 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域史研究 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として地域研究の観点から、世界と日本の今日的課題に対する認識を深め、これを分析し、論理的に説明・記述する手法を磨

く。 

 

Primarily from the perspective of Area Studies, students will deepen their concern on contemporary issues in the world or in 

Japan, analyze them, and refine methods to explain and describe them logically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の問題関心に即した報告・発表あるいは共通テキストの輪読をもとに討論。特に近代以降「植民地化」を被った社会の抱え

る諸問題を考察する。 

 

Discussions will be based on reports, presentations, or reading of shared texts in line with students' issues of interest. In 

particular, the course will consider the problems proper to societies that have suffered colonization since the 15th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

本学図書館はもちろん他大学図書館の利用方法、資料検索の手法を身につけておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業に出席できない者は必ず担当教員まで事前に連絡のこと。事前連絡なき者の途中参加は認めない。 

科目の性格上、秋学期「地理学演習２Ｂ」も併せて受講することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD172／地理学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Geography 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域史研究 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として地域研究の観点から、世界と日本の今日的課題に対する認識を深め、これを分析し、論理的に説明・記述する手法を磨

く。 

 

Primarily from the perspective of Area Studies, students will deepen their concern on contemporary issues in the world or in 

Japan, analyze them, and refine methods to explain and describe them logically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の問題関心に即した報告・発表あるいは共通テキストの輪読をもとに討論。特に近代以降「植民地化」を被った社会の抱え

る諸問題を考察する。 

 

Discussions will be based on reports, presentations, or reading of shared texts in line with students' issues of interest. In 

particular, the course will consider the problems proper to societies that have suffered colonization since the 15th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

本学図書館はもちろん他大学図書館の利用方法、資料探索の手法を身につけておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業に出席できない者は必ず担当教員まで事前に連絡のこと。事前連絡なき者の途中参加は認めない。 

科目の性格上、春学期「地理学演習２Ａ」も併せて受講することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD173／文化人類学演習 １Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族文化論 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目標は、文化人類学の理論書の精読を通じて、人類学の学説史と理論を学び、自身の研究と関連付けて問いを深化さ

せることである。 

 

In this class, we will study the history and theories of anthropology. Students will learn how to relate their concern or research 

topic to anthropological theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類学者の職人仕事は、フィールドワークによって観察された局地的な事実の中に、人類に共通する広く普遍的な原理を見つけ

出すことである。そのために、調査対象となる社会に没入し、自身の思考枠組みを解体しながら、新たな現実のありかたを民族誌

の記述によって構築する。本講義では、既存の思考枠組みを批判的に検討するための視点と、文脈や地域を越えて人類の普遍

性を検討する技法を、理論書の精読を通じて学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応じて、授業内で相談

しながら決定する。 

 

Anthropological work is to elucidate universal principles common to human beings from the local facts observed by fieldwork. 

For this purpose, anthropologists immerse themselves in the local societies, disassembling their own thinking frameworks, and 

constructing a new way of reality based on ethnographic descriptions. In this class, we will learn the viewpoint of deconstructing 

our analytical frameworks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 民族誌の読解と議論（１） 

3. 民族誌の読解と議論（２） 

4. 民族誌の読解と議論（３） 

5. 民族誌の読解と議論（４） 

6. 民族誌の読解と議論（５） 

7. 民族誌の読解と議論（６） 

8. 民族誌の読解と議論（７） 

9. 民族誌の読解と議論（８） 

10. 学生による研究発表（１） 

11. 学生による研究発表（２） 

12. 学生による研究発表（３） 

13. 学生による研究発表（４） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキスト（民族誌）を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD174／文化人類学演習 １Ｂ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族文化論 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目標は、民族誌や人類学の理論書の精読を通じ、他者の社会を描く技法を学び、自身の研究の問いを深化させること

である。 

 

In this class, we will study the history and theories of anthropology. Students will learn how to relate their concern or research 

topic to anthropological theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類学者の職人仕事は、フィールドワークによって観察された局地的な事実の中に、人類に共通する広く普遍的な原理を見つけ

出すことである。そのために、調査対象となる社会に没入し、自身の思考枠組みを解体しながら、新たな現実のありかたを民族誌

の記述によって構築する。本講義では、既存の思考枠組みを批判的に検討するための視点と、文脈や地域を越えて人類の普遍

性を検討する技法を、民族誌をはじめとする文献の購読を通じて学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応

じて、授業内で相談しながら決定する。 

 

Anthropological work is to elucidate universal principles common to human beings from the local facts observed by fieldwork. 

For this purpose, anthropologists immerse themselves in the local societies, disassembling their own thinking frameworks, and 

constructing a new way of reality based on ethnographic descriptions. In this class, we will learn the viewpoint of deconstructing 

our analytical frameworks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 民族誌の読解と議論（１） 

3. 民族誌の読解と議論（２） 

4. 民族誌の読解と議論（３） 

5. 民族誌の読解と議論（４） 

6. 民族誌の読解と議論（５） 

7. 民族誌の読解と議論（６） 

8. 民族誌の読解と議論（７） 

9. 民族誌の読解と議論（８） 

10. 学生による研究発表（１） 

11. 学生による研究発表（２） 

12. 学生による研究発表（３） 

13. 学生による研究発表（４） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキスト（民族誌）を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD175／文化人類学演習 ２Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・実践する。 

 

Students will learn and put into practice methodologies for research from cultural-ecological and ecological-anthropological 

points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の問題発見と解決のための文化生態学および生態人類学の方法論について国内外の論文を精読し，問題設定，方法，分

析手法を学ぶ。 

参加者と取り上げる学術誌論文および基本的専門書を検討し，分担を決め，毎回の発表を行い，研究分野の基礎から自分自身

の研究の構想を行う。 

 

Students will engage in careful reading of research papers from Japan and from abroad on the methodologies of cultural ecology 

and ecological anthropology in order to discover and resolve issues in the field, and will learn about methods for analyzing and 

setting issues. 

Participants will examine academic journal articles and basic technical documents, will divide these up and carry out 

presentations every session, and will design their own research from the fundamentals of their research fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化研究の課題と展望１／文献紹介と説明 

2. 文化研究の課題と展望２／同上 

3. 研究課題の設定と研究レビュー１／各自の発表と議論 

4. 研究課題の設定と研究レビュー２／同上 

5. 研究課題の設定と研究レビュー３／同上 

6. データ収集方法の検討１／各自の発表と議論 

7. データ収集方法の検討２／同上 

8. データ収集方法の検討３／同上 

9. 分析方法の検討１／各自の発表と議論 

10. 分析方法の検討２／同上 

11. 分析方法の検討３／同上 

12. 空間的表現と説明１／各自の発表と議論 

13. 空間的表現と説明２／同上 

14. 空間的表現と説明３／同上 

 

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

関連分野の専門雑誌の論文を積極的に読み，専門分野の知識と研究史を蓄積する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(30%)/発表レポート(40%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD176／文化人類学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境論 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・実践する。 

 

Students will learn and put into practice methodologies for research from cultural-ecological and ecological-anthropological 

points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の問題発見と解決のための文化生態学および生態人類学の方法論について国内外の論文を精読し，問題設定，方法，分

析手法を学ぶ。 

参加者と取り上げる学術誌論文および基本的専門書を検討し，分担を決め，毎回の発表を行い，研究分野の基礎から自分自身

の研究の構想を行う。 

 

Students will engage in careful reading of research papers from Japan and from abroad on the methodologies of cultural ecology 

and ecological anthropology in order to discover and resolve issues in the field, and will learn about methods for analyzing and 

setting issues. 

Participants will examine academic journal articles and basic technical documents, will divide these up and carry out 

presentations every session, and will design their own research from the fundamentals of their research fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究課題の発展と研究整理１／文献紹介と説明 

2. 研究課題の発展と研究整理２／各自の発表と議論 

3. 研究課題の発展と研究整理３／同上 

4. 関連分野の分析方法の応用１／文献紹介と説明 

5. 関連分野の分析方法の応用２／各自の発表と議論 

6. 関連分野の分析方法の応用３／同上 

7. 研究史の再構築１／文献紹介と説明 

8. 研究史の再構築２／各自の発表と議論 

9. 研究史の再構築３／同上 

10. 課題論文発表１／文献紹介と説明 

11. 課題論文発表２／各自の発表と議論 

12. 課題論文発表３／同上 

13. まとめと今後の展望１／同上 

14. まとめと今後の展望２／同上 

 

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

専門論文を多く読み自らの研究史を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD177／超域文化学演習 １Ａ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultura Studies 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
建築文化論 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD178／超域文化学演習 １Ｂ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
建築文化論 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD179／超域文化学演習 ２Ａ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸能論 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアのパフォーマンスで､参加者各自の興味・関心のある対象について基礎知識を得ることを目指す。資料収集、分析、報

告・発表などにより、論文作成やプレゼンテーションの訓練も行なう。 

 

The course aims to provide participants with fundamental knowledge concerning their areas of interest in East Asian 

performance. Training for research paper production and presentation will also take place through collection of materials, 

analysis, reporting, and presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者は各自の興味・関心のある対象について、関連文献や資料の収集、分析を行い、対象とするものの属性や、その背景に

ある社会や人々の生活についての考察も踏まえた報告を行う。授業は各自の報告と全体でディスカッションが中心となるが、全

員で共有できる文献資料の講読・分析・批評、及び観劇・劇評を行うといった機会も設けたい。なお、科目の性格上、秋学期の超

域文化学演習 2B も併せて受講することが望ましい。 

 

Participants will perform collection and analysis of literature and materials relevant to their subjects of interest, and will deliver 

reports on the attributes of the subject matter and on their consideration of underlying society and people's lifestyles. While 

classes will center on students' own reports and overall discussion, the course will also provide opportunities to perform 

reading, analysis, and critique of literary materials shared by all, as well as theater appreciation and dramatic criticism. Due to 

the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Interdisciplinary Cultural 

Studies 2B in the fall semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告とディスカッション（１） 

3. 参加者による報告とディスカッション（２） 

4. 参加者による報告とディスカッション（３） 

5. 参加者による報告とディスカッション（４） 

6. 参加者による報告とディスカッション（５） 

7. 参加者による報告とディスカッション（６） 

8. 参加者による報告とディスカッション（７） 

9. 参加者による報告とディスカッション（８） 

10. 参加者による報告とディスカッション（９） 

11. 参加者による報告とディスカッション（10） 

12. 参加者による報告とディスカッション（11） 

13. 参加者による報告とディスカッション（12） 

14. 参加者による報告とディスカッション（13） 

 

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

各自の興味・関心のある対象に関連する文献資料やデータの収集、分析を進め、報告に反映すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・ディスカッションの内容(80%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD180／超域文化学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸能論 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアのパフォーマンスで､参加者各自の興味・関心のあるテーマを設け、それについて詳細に研究し、論文作成に必要な資

料・データの収集・分析などを行う。 

 

Participants will set themes according to their own interests in East Asian performance, research these in detail, and engage in 

the collection and analysis of materials and data required for the writing of a research paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者は東アジアのパフォーマンスの範疇で、各自が設定したテーマに基づき、先行研究の検討、資料・データの収集、分析を

行う。各自の研究報告・発表、全体ディスカッションを通じて、各自の研究を深め、論文作成の手法を身につける。なお、科目の性

格上、春学期の超域文化学演習 2Aに引き続き受講することが望ましい。 

 

Participants will investigate prior research and collect and analyze materials and data concerning the themes they have set, 

within the category of East Asian performance. Through their own research reports, presentations, and general discussions, 

students will deepen their own research and learn techniques for writing research papers. Due to the nature of the subject, 

students are recommended to take the course together with Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2A in the spring 

semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告とディスカッション（１） 

3. 参加者による報告とディスカッション（２） 

4. 参加者による報告とディスカッション（３） 

5. 参加者による報告とディスカッション（４） 

6. 参加者による報告とディスカッション（５） 

7. 参加者による報告とディスカッション（６） 

8. 参加者による報告とディスカッション（７） 

9. 参加者による報告とディスカッション（８） 

10. 参加者による報告とディスカッション（９） 

11. 参加者による報告とディスカッション（10） 

12. 参加者による報告とディスカッション（11） 

13. 参加者による報告とディスカッション（12） 

14. 参加者による報告とディスカッション（13） 

 

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

各自の興味・関心のある対象に関連する文献資料やデータの収集、分析を進め、先行研究は解題を作成し、報告に反映する。ま

た、必要に応じて実演の実見や実践者・関係者へのインタビュー調査など、一次資料の収集にも努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・ディスカッションの内容(60%)/課題の達成度(20%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JF201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF201／教育哲学研究 １ 

(Studies in Philosophy of Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育哲学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

In this course, through presentations and literature readings, students consider the fundamental issues of educational 

philosophy: “At its heart, what is education to people?”  

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱います。基本的に受講者それぞれによる発表とディスカッションを中心に進めていきます。教科書としてティ

ム・インゴルドの新著を挙げておきますが、受講者から共同して文献講読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げま

す。また修士論文に関連する発表を定期的に行います。 

 

In this course, students philosophically consider “what is education?” The course covers themes such as educational 

philosophy, the principles of educational policies, educational ethics, morality education, and the philosophy of special support 

education. Basically, the course focuses on various student presentations and discussions. Tim Ingold’s new book is the 

textbook, and when students want to carry out group literature readings, those are incorporated. Also, presentations related to 

master’s theses are carried out regularly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめと振り返り 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

最終レポートはかならず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ingold, Tim. 2018. Anthropology and/as education. Routledge (ISBN:978-0-415-78654-6) 

テキストは参加者の要望で決定します。プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 
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2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF202／教育哲学研究 ２ 

(Studies in Philosophy of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育哲学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

In this course, through presentations and literature readings, students consider the fundamental issues of educational 

philosophy: “At its heart, what is education to people?”  

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱います。基本的に受講者それぞれによる発表とディスカッションを中心に進めていきます。教科書としてティ

ム・インゴルドの新著を挙げておきますが、参考文献のアンソロジーの章をそれぞれ担当して発表してもらうなど、受講者から共

同して文献講読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げます。また、修士論文に関連する発表を定期的に行います。 

 

In this course, students philosophically consider “What is education?” The course covers themes such as educational 

philosophy, the principles of educational policies, educational ethics, morality education, and the philosophy of special support 

education. Basically, the course focuses on various student presentations and discussions. Tim Ingold’s new book is the 

textbook, and when students want to carry out group literature readings, those are incorporated. Also, presentations related to 

master’s theses are carried out regularly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめと振り返り 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

最終レポートはかならず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ingold, Tim. 2018. Anthropology and/as education. Routledge (ISBN:978-0-415-78654-6) 

テキストは参加者の要望で決定します。プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 



 - 154 - 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF203／日本教育史研究 １ 

(Studies in the Hist. of Educ. in Japan 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1930 年代教育史像の再構築 －「近代学校」批判の系譜として－ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「日本教育史特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代教育史の基礎的理解に努めつつ、大正自由教育から戦時下錬成教育にかけての 1930 年代における諸問題を中心と

しながら，教育史研究の課題と方法とを批判的に検討していきたい。 

 

Students will endeavor to develop a basic understanding of Japanese modern educational history focusing on the various issues 

from Taisho-era free education to wartime training education in the 1930s, and critically considering topics and methods of 

educational history research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治後期に定型化した「近代学校」は現代に至るまでの学校の基底となっている。その性格を確認すると同時に、その批判的展

開を大正自由教育から戦時下錬成教育において考察する。「戦争」に至る教育の道程を教育実践史研究として取り上げ、事例と

して教育県長野での展開や信濃教育会の果たした役割と機能とに注目する。なお、参加者の希望も取り入れて柔軟に運営して

いきたい。 

 

The “modern school” that was formulated in the second half of the Meiji period has provided the basis for schools up until 

current times. While checking its characteristics, students will also consider the critical development of education from Taisho-

era free education to wartime training education. The class will deal with the process of development of education up until the 

war as research into the history of educational practice, with particular attention given to case studies such as the 

development in Nagano Prefecture as an education-centered prefecture and the role and function of the Shinano Educational 

Association. Also, the class will be carried out flexibly to include students’ interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読と資料読解 1 

3. 文献講読と資料読解 2 

4. 文献講読と資料読解 3 

5. 文献講読と資料読解 4 

6. 文献講読と資料読解 5 

7. 文献講読と資料読解 6 

8. 文献講読と資料読解 7 

9. 文献講読と資料読解 8 

10. 文献講読と資料読解 9 

11. 文献講読と資料読解 10 

12. 文献講読と資料読解 11 

13. 文献講読と資料読解 12 

14. 文献講読の総括 

 

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

講読文献の予習および授業時に配布するプリントの事前学習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と個別発表(40%)/質問や討論などの授業への積極的参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梶山雅史編著、2018、『近・現代日本教育会史研究』、不二出版 (ISBN:978-4-8350-8121-2) 

2. 山名淳・駒込武他編、2019、『教育思想・教育史』、協同出版 (ISBN:978-4-319-00323-5) 

3. 山本正身、2014、『日本教育史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2131-6) 
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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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF204／日本教育史研究 ２ 

(Studies in the Hist. of Educ. in Japan 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1930 年代教育史像の再構築 （2）－「近代学校」批判の系譜として－ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「日本教育史特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

引き続き、日本近代教育史の基礎的理解に努めつつ、大正自由教育から戦時下錬成教育にかけての 1930 年代における諸問

題を中心としながら，教育史研究の課題と方法とを批判的に検討していきたい。 

 

Students will endeavor to develop a basic understanding of Japanese modern educational history focusing on the various issues 

from Taisho-era free education to wartime training education in the 1930s, and critically considering topics and methods of 

educational history research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治後期に定型化した「近代学校」は現代に至るまでの学校の基底となっている。その性格を確認すると同時に、その批判的展

開を大正自由教育から戦時下錬成教育において考察する。戦争に至る教育の道程を教育実践史研究として取り上げ、事例とし

て教育県長野での展開や信濃教育会の果たした役割と機能とに注目する。なお、参加者の希望も取り入れて柔軟に運営してい

きたい。 

 

The “modern school” that was formulated in the second half of the Meiji period has provided the basis for schools up until 

current times. While checking its characteristics, students will also consider the critical development of education from Taisho-

era free education to wartime training education. The class will deal with the process of development of education up until the 

war as research into the history of educational practice, with particular attention given to case studies such as the 

development in Nagano Prefecture as an education-centered prefecture and the role and function of the Shinano Educational 

Association. Also, the class will be carried out flexibly to include students’ interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読と資料読解 1 

3. 文献講読と資料読解 2 

4. 文献講読と資料読解 3 

5. 文献講読と資料読解 4 

6. 文献講読と資料読解 5 

7. 文献講読と資料読解 6 

8. 文献講読と資料読解 7 

9. 文献講読と資料読解 8 

10. 文献講読と資料読解 9 

11. 文献講読と資料読解 10 

12. 文献講読と資料読解 11 

13. 文献講読と資料読解 12 

14. 文献講読の総括 

 

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

講読文献の予習および授業時に配布するプリントの事前学習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と個別発表(40%)/質問や討論などの授業への積極的参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梶山雅史編著、2018、『近・現代日本教育会史研究』、不二出版 (ISBN:978-4-8350-8121-2) 

2. 山名淳・駒込武他編、2019、『教育思想・教育史』、協同出版 (ISBN:978-4-319-00323-5) 

3. 山本正身、2014、『日本教育史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2131-6) 
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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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF207／教育社会学研究 １ 

(Studies in Sociology of Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育社会学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF307 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

The class will improve students’ critical reading abilities regarding domestic and foreign academic papers related to Sociology of 

Education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

Readings in English Articles 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

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

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて選定する 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF208／教育社会学研究 ２ 

(Studies in Sociology of Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育社会学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

The class will improve students’ critical reading abilities regarding domestic and foreign academic papers related to Sociology of 

Education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

Readings in English Articles 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

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

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて選定する 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF209／教育心理学研究 １ 

(Studies in Educational Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習と発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育心理学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF309 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、社会文化歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

 

In this course, using a sociocultural-historical approach, students study human development and learning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は(1)受講者全員が読む学習と発達に関わる共通課題論文の議論と(2)受講者の関心に併せて自由に設定される研究検

討、データセッションから構成される。共通課題論文は事前に提示されるので受講者はそれを予め読み、議論を通して不明点の

確認と理解の深化をはかる。研究検討では受講者が関心を持つ論文を紹介したり、受講者が現在取り組んでいる調査研究につ

いて報告し、議論を行う。 

文献は講義内で進行に合わせ適宜指示する。総括レポートを提出し、理解の確認を行う。 海外研究者を含むゲストを交えた研

究検討も随時行う。 

 

This course includes (1) discussion of academic papers, which all students read, concerning common issues related to study 

and development and (2) consideration of research set freely according to student interests, constructed from data sessions. 

Academic papers with common issues are read by students in advance as directed, and students are expected to check points 

on which they are unclear and to deepen their understanding through discussion. Students introduce topics of interest for 

research consideration, give reports regarding their ongoing investigative research, and conduct discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文検討あるいは研究検討 

3. 論文検討あるいは研究検討 

4. 論文検討あるいは研究検討 

5. 論文検討あるいは研究検討 

6. 論文検討あるいは研究検討 

7. 論文検討あるいは研究検討 

8. 論文検討あるいは研究検討 

9. 論文検討あるいは研究検討 

10. 論文検討あるいは研究検討 

11. 論文検討あるいは研究検討 

12. 論文検討あるいは研究検討 

13. 論文検討あるいは研究検討 

14. 論文検討あるいは研究検討 

 

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

事前に検討論文の講読と研究報告準備が必要である。 

履修前あるいは早期に参考文献に目を通しておいてほしい。 

また、授業後には授業内容を各自が総括したレポートの提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/研究報告(30%)/論文検討活動(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文献は基本的に英文であることが多い。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯胖 他、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 
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2. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 

3. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JF210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF210／教育心理学研究 ２ 

(Studies in Educational Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習と発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育心理学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、社会文化歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

 

In this course, using a sociocultural-historical approach, students study human development and learning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は(1)受講者全員が読む学習と発達に関わる共通課題論文の議論と(2)受講者の関心に併せて自由に設定される研究検

討、データセッションから構成される。共通課題論文は事前に提示されるので受講者はそれを予め読み、議論を通して不明点の

確認と理解の深化をはかる。研究検討では受講者が関心を持つ論文を紹介したり、受講者が現在取り組んでいる調査研究につ

いて報告し、議論を行う。 

文献は講義内で進行に合わせ適宜指示する。総括レポートを提出し、理解の確認を行う。 海外研究者を含むゲストを交えた研

究検討も随時行う。 

 

This course includes (1) discussion of academic papers, which all students read, concerning common issues related to study 

and development and (2) consideration of research set freely according to student interests, constructed from data sessions. 

Academic papers with common issues are read by students in advance as directed, and students are expected to check points 

on which they are unclear and to deepen their understanding through discussion. Students introduce topics of interest for 

research consideration, give reports regarding their ongoing investigative research, and conduct discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文検討あるいは研究検討 

3. 論文検討あるいは研究検討 

4. 論文検討あるいは研究検討 

5. 論文検討あるいは研究検討 

6. 論文検討あるいは研究検討 

7. 論文検討あるいは研究検討 

8. 論文検討あるいは研究検討 

9. 論文検討あるいは研究検討 

10. 論文検討あるいは研究検討 

11. 論文検討あるいは研究検討 

12. 論文検討あるいは研究検討 

13. 論文検討あるいは研究検討 

14. 論文検討あるいは研究検討 

 

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

事前に検討論文の講読と研究報告準備が必要である。 

履修前あるいは早期に参考文献に目を通しておいてほしい。 

また、授業後にはそれぞれ授業内容を各自が総括したレポートの提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/研究報告(30%)/論文検討活動(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文献は基本的に英文であることが多い。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯胖 他、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 
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2. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 

3. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JF211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF211／教育方法学研究 １ 

(Studies in Curriculum, Instruction and Assessment 1) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育方法特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学がその射程とする、授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論などの、基本的な理論枠組みを獲得する。その上

で、それぞれの研究テーマ、問題意識を、教育方法学の理論的枠組みから照らし返すことによって、一層深めることができる。 

 

This course aims for students to acquire the basic frameworks of theories related to the study of teaching methods, such as 

class theory, curriculum theory, learning ability theory, and educational evaluation theory. Building on those, students can then 

deepen their awareness of the issues and of each research theme by clarifying them using the theoretical frameworks of the 

study of teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポスト近代社会において、初等教育から高等教育にいたるまで、さまざまな能力が、経済先進諸国で共通して教育目標に掲げら

れ、評価されるようになってきた。このような「新しい能力」の登場は、OECD が実施する PISAの影響が大きい。これまでの知識

重視型とも、態度重視型とも異なる学力／能力が、現代に生きる子どもから成人に至るまですべての人間に必要とされているの

である。この「新しい能力」の内実とそれに基づいた国内外の教育改革の動向およびそのような動向に対する批判的検討を、本

研究では行いたい。 

 

In post-modern society, reaching from primary education to higher education, various common proficiencies have been put 

forward as educational goals and been appraised in economically advanced countries. The appearance of these “new 

proficiencies” have been significantly influenced by the Programme for International Student Assessment (PISA) conducted by 

the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Also, learning abilities and proficiencies different from 

both the knowledge emphasizing-style and the attitude emphasizing-style, used until now, are necessary for people from 

children through adults in the current age. The essence of these “new proficiencies,” educational revolution movements in 

Japan and abroad, and critical consideration towards them is examined through this research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. まとめ 

 

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

指定されたテキストの論文あるいは講義中に配布した資料などを毎回必ず読み、議論したい点などをもって毎回の授業に臨むこ

と 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ゼミでの発表(30%)/ゼミでの議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で講読する文献については、受講生の専門や興味に応じてその都度配布または指示する。 
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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可能性がある 

 

注意事項（Notice） 
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■JF212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF212／教育方法学研究 ２ 

(Studies in Curriculum, Instruction and Assessment 2) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育方法特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学がその射程とする、授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論などの、基本的な理論枠組みを獲得する。その上

で、それぞれの研究テーマ、問題意識を、教育方法学の理論的枠組みから照らし返すことによって、一層深めることができる。 

 

This course aims for students to acquire the basic frameworks of theories related to the study of teaching methods, such as 

class theory, curriculum theory, learning ability theory, and educational evaluation theory. Building on those, students can then 

deepen their awareness of the issues and of each research theme by clarifying them using the theoretical frameworks of the 

study of teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポスト近代社会において、初等教育から高等教育にいたるまで、さまざまな能力が、経済先進諸国で共通して教育目標に掲げら

れ、評価されるようになってきた。このような「新しい能力」の登場は、OECD が実施する PISAの影響が大きい。これまでの知識

重視型とも、態度重視型とも異なる学力／能力が、現代に生きる子どもから成人に至るまですべての人間に必要とされているの

である。この「新しい能力」の内実とそれに基づいた国内外の教育改革の動向およびそのような動向に対する批判的検討を踏ま

え、研究２では、とりわけ高大接続の問題について議論していきたい。 

 

In post-modern society, reaching from primary education to higher education, various common proficiencies have been put 

forward as educational goals and been appraised in economically advanced countries. The appearance of these “new 

proficiencies” have been significantly influenced by the Programme for International Student Assessment (PISA) conducted by 

the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Also, learning abilities and proficiencies different from 

both the knowledge emphasizing-style and the attitude emphasizing-style, used until now, are necessary for people from 

children through adults in the current age. The essence of these “new proficiencies,” educational revolution movements in 

Japan and abroad, and critical consideration towards them is examined through this research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. まとめ 

 

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

指定されたテキストの論文あるいは講義中に配布した資料などを毎回必ず読み、議論したい点などをもって毎回の授業に臨むこ

と 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ゼミでの発表(30%)/ゼミでの議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤実歩子編著、2020、『変動する大学入試』、大修館出版 (ISBN:978-4469222722) 

なし 
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【変更前】演習で講読する文献については、受講生の専門や興味に応じてその都度配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 169 - 

■JF213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF213／社会教育研究 １ 

(Studies in Adult and Community Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本社会論入門 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「社会教育特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF313 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育の歴史的研究の前提となる戦後日本社会の歴史的特徴についての基本認識を獲得する。 

 

This course aims to help students acquire basic understanding of historical characteristics of postwar Japanese society, which 

is a prerequisite for studies in adult and community education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

武田晴人『高度成長』（岩波新書、2008 年）を輪読し、戦後日本社会の歴史的特徴を把握する。その後は高度成長期に刊行さ

れ、戦後日本社会論として定評のある岩波新書（青版）を取り上げて、同時代の社会や文化との接点において検討する。 

 

Through reading Takeda Haruhito's book "Japan's High-Growth Economy" (Iwanami Shoten, 2008) students gain knowledge of 

the history of Japanese postwar society and its characteristics. After that, students discuss several classical paperbacks 

dealing with experiences of Japanese society, published in the age of the high-growth economy by Iwanami Shoten, paying 

attention to their social and cultural contexts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 武田晴人『高度成長』の輪読① 

3. 武田晴人『高度成長』の輪読② 

4. 武田晴人『高度成長』の輪読③ 

5. 武田晴人『高度成長』の輪読④ 

6. 岩波新書（青版）の検討① 

7. 岩波新書（青版）の検討② 

8. 岩波新書（青版）の検討③ 

9. 岩波新書（青版）の検討④ 

10. 岩波新書（青版）の検討⑤ 

11. 岩波新書（青版）の検討⑥ 

12. 岩波新書（青版）の検討⑦ 

13. 岩波新書（青版）の検討⑧ 

14. 総括 

 

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

毎回受講生からレポーターを決めて発表してもらう。扱う文献についてはレポーター以外も各自読んで予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての発表・授業への取り組み・コメントなどにおける貢献度(70%)/書評レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 武田晴人、2008、『高度成長』、岩波書店 (ISBN:978-4004310495) 

岩波新書の青版として検討したいものとして、川島武宜『日本人の法意識』、塩沢美代子・島田とみ子『ひとり暮しの戦後史』、山

代巴『この世界の片隅で』、宇沢弘文『自動車の社会的費用』を挙げておく。履修者の関心を加味して最終的に検討する岩波新

書を決めたい。 

 

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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■JF214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF214／社会教育研究 ２ 

(Studies in Adult and Community Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「地域に根ざす社会科」から考える民衆の主体形成 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「社会教育特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に高度成長期に展開した「地域に根ざす」社会科の教育実践を通じて、社会教育研究において価値とされている民衆の主体形

成の質やその方法を考える。 

 

By reading theories and practices of "community-based" social studies from the age of the high-growth economy, students 

discuss the quality and methods of subject formation and citizenship in adult and community education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

民衆の主体形成と歴史学・歴史教育に関する注目すべき論文をいくつか取り上げた後は、「地域に根ざす」社会科の実践記録に

ついて、なかでも千葉県歴史教育者協議会で活躍した宮原武夫や安井俊夫のよるものを取り上げる。また、実践記録をどう研究

し、論文化するのかについても議論する。 

 

First of all, this course recognizes the connection between learning history and formation of subjects by reading significant 

papers. After that comes discussion of practices and theories of "community-based” social studies by Miyahara Takeo and 

Yasui Toshio, respectively, who have played an active part in the History Educationalist Conference of Chiba prefecture. 

Furthermore, using actual lesson reports, students gain the basics of writing papers about social studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 民衆の主体形成と歴史学・歴史教育に関する論文の検討① 

3. 民衆の主体形成と歴史学・歴史教育に関する論文の検討② 

4. 民衆の主体形成と歴史学・歴史教育に関する論文の検討③ 

5. 安井俊夫実践の検討① 

6. 安井俊夫実践の検討② 

7. 宮原武夫実践の検討① 

8. 宮原武夫実践の検討② 

9. 宮原武夫の歴史教育論の検討① 

10. 宮原武夫の歴史教育論の検討② 

11. 「地域に根ざす」社会科の教育実践論の検討① 

12. 「地域に根ざす」社会科の教育実践論の検討② 

13. 学生によるレポート報告 

14. 学生によるレポート報告 

 

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

課題となっているテキストに関しては一定の時間をかけて読み込み、疑問点を明らかにして授業に望むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レポーターとしての発表・授業への取り組み・コメントなどにおける貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤公明、2015、『考える日本史授業 4: 歴史を知り、歴史に学ぶ!今求められる《討論する歴史授業》』、地歴社 (ISBN:978-

4885272271) 

本授業の理解を深める上でテキストは必携である。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JF215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF215／比較教育学研究 １ 

(Studies in Comparative Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と教育 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「比較教育学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF315 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学研究の論文講読の技能習得・向上を目指すとともに，参加学生間で各人の研究テーマの共有をはかる。 

 

Along with aiming to acquire and improve their skills of reading academic papers in comparative educational research, students 

each share their individual research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当学生は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。

この報告をもとに，質疑応答に続いてディスカッションを行う。 

今年度は前年度に引き続き，「人の移動」の問題を比較教育学の視点から取り上げたい。文献の候補として Vincente L. Rafael

著 White Love (Duke University Press 2000),  Filomeno V. Aguilar Jr.著  

 Migration Revolution (NUS press 2014) または Vincente L. Rafael 著 Motherless Tongues (Duke University Press 2016) を考

えている。 

担当は毎週１回ずつのローテーションを予定しているが，参加人数によって調整の可能性がある。 

 

Students will do literature readings in a seminar format. 

Each discussion leader, along with summarizing concepts from the literature, conducts an extended survey in advance based on 

the contents of those readings and reports the results. Along with this report, students continue question-and-answer sessions 

and carry out discussions. 

This academic year aims to continue from the previous year, taking on the issue of “movement of people” from a comparative 

education perspective. Vincente L. Rafael’s White Love (Duke University Press 2000), Filomeno V. Aguilar Jr.'s Migration 
Revolution (NUS press 2014), and Vincente L. Rafael's Motherless Tongues (Duke University Press 2016) are being considered 

as potential literature. 

Students in charge rotate each week, but this might be adjusted depending on the number of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読 1 

3. 文献講読 2 

4. 文献講読 3 

5. 文献講読 4 

6. 文献講読 5 

7. 文献講読 6 

8. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 文献講読 13 

 

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

全員が事前に精読する。各回の担当学生は文献の概要をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の講読・討論への参加(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF216／比較教育学研究 ２ 

(Studies in Comparative Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と教育 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「比較教育学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学研究の論文講読の技能習得・向上を目指すとともに，参加学生間で各人の研究テーマの共有をはかる。 

 

Along with aiming to acquire and improve their skills of reading academic papers in comparative educational research, students 

each share their individual research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当学生は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。

この報告をもとに，質疑応答に続いてディスカッションを行う。 

今年度は前年度に引き続き，「人の移動」の問題を比較教育学の視点から取り上げたい。文献の候補として Vincente L. Rafael

著"White Love" (Duke University Press 2000), Filomeno V. Aguilar Jr.著 "Migration Revolution" (NUS press 2014) または 

Vincente L. Rafael 著 "Motherless Tongues" (Duke University Press 2016) を考えている。 

担当は毎週１回ずつのローテーションを予定しているが，参加人数によって調整の可能性がある。 

 

Students will do literature readings in a seminar format. 

Each discussion leader, along with summarizing concepts from the literature, conducts an extended survey in advance based on 

the contents of those readings and reports the results. Along with this report, students continue question-and-answer sessions 

and carry out discussions. 

This academic year aims to continue from the previous year, taking on the issue of “movement of people” from a comparative 

education perspective. Vincente L. Rafael’s "White Love" (Duke University Press 2000), Filomeno V. Aguilar Jr.'s "Migration 

Revolution" (NUS press 2014), and Vincente L. Rafael's "Motherless Tongues" (Duke University Press 2016) are being 

considered as potential literature. 

Students in charge rotate each week, but this might be adjusted depending on the number of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読 1 

3. 文献講読 2 

4. 文献講読 3 

5. 文献講読 4 

6. 文献講読 5 

7. 文献講読 6 

8. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 文献講読 13 

 

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

全員が事前に精読する。各回の担当学生は文献の概要をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の講読・討論への参加(100%) 

 

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)） 

JF215「比較教育学研究１」から継続した内容であり、同科目のテキストの読了部分の続きから開始する。このため同科目を履修

していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF217／教育思想史研究 １ 

(Studies in the Hist.of Educ. Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
演劇と教育をめぐる思想史：福田恆存の演劇論、言語論、芸術論に着目して 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育思想史特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF317 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）福田恆存の演劇論をとおして、近代という時代を再考する。 

（3）福田の師である時枝誠記の理論に習熟する。 

 

The purposes of this course are for students to (1) be exposed to the latest knowledge in the history of educational thought 

and educational philosophy; (2) rethink the modern era through Tsuneari Fukuda's theory of theater; and (3) master the theory 

of Motoki Tokieda, Fukuda's master. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では、福田恆存（1912-1994）の演劇論や言語論を教育思想として捉え直す試みを行う。シェイクスピアに示唆を得た福田の

人間観は、教育哲学、教育思想史研究において論じられてきた人間観を問いなおすものとなる。まず、西洋の演劇論のいくつか

を検討した後、福田の演劇論、言語論、芸術論の検討を行う。また、福田が国語学者である時枝誠記に学んでいることを踏まえ

て、時枝理論との比較も試みる。 

 

This course aims to reconsider the theatrical and linguistic theories of Tsunear Fukuda (1912–1994) as educational ideas. 

Fukuda's view of human beings, inspired by Shakespeare, re-examines the human views that have been discussed in the study 

of educational philosophy and the history of educational thought. First, the course examines some of the Western theories of 

theater and then Fukuda's theories of theater, language, and art. Also, based on the fact that Fukuda studied under Motoki 

Tokieda, a Japanese language scholar, the course attempts to compare his theory with that of Tokieda. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育思想史、教育哲学の研究動向について 

3. 授業担当者の研究関心についての講義 

4. ルソーの演劇論の概略 

5. ディドロの演劇論の概略 

6. 時枝誠記『国語学原論 続篇』を読む（1）：前半 

7. 時枝誠記『国語学原論 続篇』を読む（2）：中盤 

8. 時枝誠記『国語学原論 続篇』を読む（3）：後半 

9. 福田恆存『人間、この劇的なるもの』を読む（1）：前半 

10. 福田恆存『人間、この劇的なるもの』を読む（2）：後半 

11. 時枝と福田の比較に関する討議 

12. 福田恆存『芸術とはなにか』を読む（1）：前半 

13. 福田恆存『芸術とはなにか』を読む（2）：中盤 

14. 福田恆存『芸術とはなにか』を読む（3）：後半 

 

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

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。単なる概要の報告ではなく、授業のテーマに沿いつつ、当該の文献をどう読み

解くことができるかに焦点を絞って報告すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 福田恆存、1960、『人間、この劇的なるもの』、新潮文庫 (ISBN:9784101216027) 

2. ルソー（今野一雄訳）、1979、『演劇について：ダランベールへの手紙』、岩波文庫 (ISBN:9784003362365) 
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その他、絶版になっている文献はコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下純照・西洋比較演劇研究会編、2019、『西洋演劇論アンソロジー』、月曜社 (ISBN:9784865030822) 

その他の参考文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF218／教育思想史研究 ２ 

(Studies in the Hist.of Educ. Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

演劇と教育をめぐる思想史：福田恆存の演劇論、言語論、芸術論に着目して（春学期の

続き） 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育思想史特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）福田恆存の演劇論をとおして、近代という時代を再考する。 

（3）福田の師である時枝誠記の理論に習熟する。 

 

The purposes of this course are for students to (1) be exposed to the latest knowledge in the history of educational thought 

and educational philosophy; (2) rethink the modern era through Tsuneari Fukuda's theory of theater; and (3) master the theory 

of Motoki Tokieda, Fukuda's master. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では、福田恆存（1912-1994）の演劇論や言語論を教育思想として捉え直す試みを行う。シェイクスピアに示唆を得た福田の

人間観は、教育哲学、教育思想史研究において論じられてきた人間観を問いなおすものとなる。まず、西洋の演劇論のいくつか

を検討した後、福田の演劇論、言語論、芸術論の検討を行う。また、福田が国語学者である時枝誠記に学んでいることを踏まえ

て、時枝理論との比較も試みる。 

 

This course aims to reconsider the theatrical and linguistic theories of Tsunear Fukuda (1912–1994) as educational ideas. 

Fukuda's view of human beings, inspired by Shakespeare, re-examines the human views that have been discussed in the study 

of educational philosophy and the history of educational thought. First, the course examines some of the Western theories of 

theater and then Fukuda's theories of theater, language, and art. Also, based on the fact that Fukuda studied under Motoki 

Tokieda, a Japanese language scholar, the course attempts to compare his theory with that of Tokieda. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 福田の言語論を読む：「ことばの二重性」（『全集』2）など 

2. 福田のシェイクスピア論を読む（1）：「シェイクスピア」（『全集』2）など 

3. 福田のシェイクスピア論を読む（2）：「シェイクスピア劇のせりふ」（『全集』7）など 

4. 井尻千男『劇的なる精神 福田恆存』を読む（1）：前半 

5. 井尻千男『劇的なる精神 福田恆存』を読む（2）：後半 

6. 浜崎洋介『福田恆存 思想の〈かたち〉』を読む（1）：前半 

7. 浜崎洋介『福田恆存 思想の〈かたち〉』を読む（2）：中盤 

8. 浜崎洋介『福田恆存 思想の〈かたち〉』を読む（3）：後半 

9. 時枝誠記『国語学史』を読む（1）：前半 

10. 時枝誠記『国語学史』を読む（2）：中盤 

11. 時枝誠記『国語学史』を読む（3）：後半 

12. 坂部恵を読む（1）：ペルソナ論など 

13. 坂部恵を読む（2）：「かたり」論など、まとめ 

14. まとめ 

 

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

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。単なる概要の報告ではなく、授業のテーマに沿いつつ、当該の文献をどう読み

解くことができるかに焦点を絞って報告すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浜崎洋介、2011、『福田恆存 思想の〈かたち〉：イロニー・演戯・言葉』、新潮文庫 (ISBN:9784788512634) 

2. 時枝誠記、2017、『国語学史』、岩波新書 (ISBN:9784003815045) 
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講読文献の中で絶版になっているものはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 時枝誠記、2007、『国語学原論』上、岩波文庫 (ISBN:9784003815014) 

2. 時枝誠記、2007、『国語学原論』下、岩波文庫 (ISBN:9784003815021) 

上記は授業で講読しない予定ではあるが、できるだけ目を通しておきたい。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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■JF233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF233／教育学特殊研究 ３ 

(Studies in Educational Research 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教科教育史研究 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育学演習２Ａ」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教科教育の歴史を，教科書，試験問題，実践者による記録等を用いて，教育史的アプローチにより分析する方法を学ぶ。 

 

Students in this course are expected to gain understanding of school curriculum history in modern Japan and will study 

methods for this subject through educational history research investigating textbooks, entrance examination questions, and 

others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，日本の学校教育における教科教育史を扱った先行研究の整理・検討を文献講読の形で進めた上で，受講者ごとに

テーマを設定して資料を用いた分析を行い，各自発表を行っていく。 

扱う教科教育史は，初等教育に限らず，中等教育における教科教育史についても扱うことを予定している。また，テーマに即した

資料調査方法について紹介し，可能ならば，専門図書館の見学・利用なども行う。 

 

The course reviews preceding studies of school curriculum history in modern Japan. Students are expected to engage in a 

discussion of the report by a designated reporter. They are also expected to engage in a report of their own theme concerning 

school curriculum history in modern Japan.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業担当者による発題） 

2. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（１） 

3. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（２） 

4. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（３） 

5. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（４） 

6. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（５） 

7. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（６） 

8. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（７） 

9. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（８） 

10. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（９） 

11. 受講者の設定したテーマでの発表（１） 

12. 受講者の設定したテーマでの発表（２） 

13. 受講者の設定したテーマでの発表（３） 

14. まとめ，ふりかえり 

 

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

先行研究の文献講読については，受講者で分担して発表を進めていくが，扱う文献については発表者以外も各自読んでおくこ

と。また自分の設定したテーマでの発表は，各自準備を進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内における発表(70%)/授業への取り組み，コメントなどにおける貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JF234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF234／教育学特殊研究 ４ 

(Studies in Educational Research 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際児童文学論 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育学演習２Ｂ」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

児童文学の国際動向と社会的意義を理解する。さらに，それらの学校および図書館での活用について考えを深め，具体的な活

用法を考案する。 

 

The aim of this course is for students to understand the international trends and significance of children's literature. They are 

expected to articulate the value and ways of utilizing international children's literature in schools and libraries. 

They are also expected to develop ideas for teaching practices that incorporate international children's literature.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文献講読を通して，国際児童文学の現状を理解する。例えば英語，スペイン語，日本語，その他受講生の望む言語の児童文学

を取りあげる。各言語の作品を作家論・作品論・読者論等の観点から分析し，検討する。なお，各言語の児童文学について学ぶ

過程では，米国，カナダ，スペインの大学の大学院生らと交流する。学期末には，多様な児童文学の学校および図書館での活用

法を具体的に考案し，意見交換を行う。 

 

In this course. students are expected to understand the present status of international children's literature through a literature 

review. Children's literature in several countries/languages is reviewed, such as those in English, Spanish, Japanese, and any 

other languages that students want to explore. Students are expected to learn how to analyze, evaluate and appreciate 

literature/books of each country/language from the standpoints of authors, literature/books, and readers. In studying children's 

literature of each country/language, students are expected to communicate with graduate students in the US, Canada, and 

Spain on the Internet. By the end of the course, students are expected to have developed ideas for teaching practice in a 

school or a library that incorporate international children's literature and share ideas with other students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

「国際児童文学（international children's literature）」の定義 

2. 児童文学の国際動向と社会的意義の概説 

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. 児童文学の教育的な活用の検討 1） 

11. 児童文学の教育的な活用の検討 2） 

12. 児童文学の教育的な活用の検討 3） 

13. 児童文学の教育的な活用の検討 4) 

14. まとめ 

 

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

講読の対象とする文献をはじめとして，授業の進め方については初回の授業時に履修生と相談し，合意のうえで決定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献購読・発表(40%)/授業への積極的参加(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

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)） 

授業計画を相談するので，初回授業は必ず出席のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF235／教育学特殊研究 ５ 

(Studies in Educational Research 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育学演習３」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献の読解と議論を通して、歴史社会学の視点と方法により教育事象をとらえる。 

 

Through literature readings and discussions, students come to understand the phenomenon of education from the viewpoints 

and methods of historical sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育における儀式・儀礼に関する文献を読み進めます。特に教育の歴史社会学研究にとって有益な視点や方法に関する文献を

中心に、履修者の関心も考慮しながら文献を選定し講読と議論を行います。  

 

Students in this course read and discuss literature related to the rituals in education, especially those centered on literature 

related to the perspective on merits and methods for historical sociology in education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読（１） 

3. 文献講読（２） 

4. 文献講読（３） 

5. 文献講読（４） 

6. 文献講読（５） 

7. 文献講読（６） 

8. 文献講読（７） 

9. 文献講読（８） 

10. 文献講読（９） 

11. 文献講読（10） 

12. 文献講読（11） 

13. 文献講読（12） 

14. 文献講読（13）とふり返り 

 

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

事前に指定文献を読み込み、分担部分についてはレジュメを作成してください。また、指定文献に関連する文献や資料を積極的

に紹介してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成を含む報告(60%)/討論への積極的参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

文献は、受講者の関心を勘案し、相談の上提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF241／教育学演習 １ 

(Seminar in Educational Research 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の公共性を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小玉 重夫(KODAMA SHIGEO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究１Ａ」 

後期課程用科目コード：PF341 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育学の研究方法を学び、今日的な課題との関係でそれを深める。特に、ジェンダー、セクシュアリティの問題を重視する。 

 

Students are expected to study pedagogical research methods and deepen their knowledge in relation to contemporary issues. 

This course especially emphasizes the issues of gender and sexuality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育の公共性の問題を考える上での最新の研究動向を検討し、議論を行い、教育学研究のパイオニアを切り開く作業を行う。具

体的には、ジュディス・バトラーの近著『分かれ道』（青土社、2019 年）をテキストとして取り上げ、検討する。公共性の問題をジェ

ンダー論やセクシュアリティ論とも関連させつつ、アレント、ベンヤミン、レヴィナスらの議論をふまえつつ検討し、18 歳選挙権の時

代の市民性の構築を模索していきたい。 

 

Students are expected to consider the latest research trends for thinking about problems with the public nature of education, 

carry out discussions, and carry out classes that pioneer new frontiers in pedagogical research. To be specific, students are 

expected to use and consider textbooks including Judith Butler’s “Parting Ways” (2019). Students are also expected to identify 

the problems of public spirit in Japan after 2011 and consider the composition of citizenship in a time where voting rights are 

acquired at age 18. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入 

2. 予備的考察： ハンナ・アレントを中心に 

3. 予備的考察： シティズンシップ教育を中心に 

4. 予備的考察： 18 歳選挙権と高大接続改革を中心に 

5. ジュディス・バトラー『分かれ道』はじめに、の検討 

6. 上記第 1 章の検討 

7. 上記第 2 章の検討 

8. 上記第 3 章の検討 

9. 上記第 4 章の検討 

10. 上記第 5 章の検討 

11. 上記第 6 章の検討 

12. 上記第 7 章の検討 

13. 上記第 8 章の検討 

14. 全体のまとめと総括討論 

 

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

テキストを読み、関連する文献を検討する。映画などを素材として共有する。アレント、ベンヤミンの映画やジュディス・バトラーの

最新著 The Force of Nonviolence: The Ethical in the Political も解説、紹介したい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの報告(50%)/ゼミ中の議論への参加と発言(20%)/報告へのコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジュディス・バトラー、2019、『分かれ道』、青土社 (ISBN:9784791770793) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小玉重夫、2013、『難民と市民の間で』、現代書館 (ISBN:4768410022) 

2. 小玉重夫、2016、『教育政治学を拓く』、勁草書房 (ISBN:4326299118) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストは各自で購入してもよいが、授業中に配布するようにする。初回の授業時に分担を決めるので、必ず出席して下さい。 

ホームページは下記を参照。 

https://researchmap.jp/read0190814/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JF242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF242／教育学演習 ２ 

(Seminar in Educational Research 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子ども社会学の視角 

担当者名 

（Instructor） 
元森 絵里子(MOTOMORI ERIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究１Ｂ」 

後期課程用科目コード：PF342 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの主体性・能動性を切り口として、子ども・教育に関する社会学的研究の視角を身につける。 

 

By reading a book on children's agency, students come to understand various perspectives for conducting sociological research 

related to childhood and education.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「子ども」というテーマは、規範的な言明に終始しがちあり、かつ、教育、福祉、医療等の分野で分断されてしまいがちである。こう

いった既存の視座について批判的に考察し、子ども社会学、教育社会学に必要な社会学的視座について議論する。今年度は、

大人中心主義への批判として繰り返し提案される子どもの主体性・能動性の主張をどう捉えるのかを、中心テーマとして設定す

る。 

 

なお、原則として、参加者による文献レポートに基づくディスカッション形式で授業を進める。また各自の研究を題材にしたディス

カッションの回も設けたい。 

 

The theme of children and childhood tends to be normative and segmented into a traditional division of research fields such as 

education, welfare, and medicine. Students are required to discuss how to overcome these deficits and learn alternative 

perspectives for the sociology of childhood and education. Following the 2019 course, this course focuses on the claim of 

children's agency or subjectivity that has been repeatedly proposed against adult-centered views. Students are required to 

summarize the textbook and are encouraged to present their work-in-progress papers.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介・担当決定等  

2. 文献講読：Oswell (2013) Part1Chap.1 

3. 文献講読：Oswell (2013) Part1 Chap.2 

4. 文献講読：Oswell (2013) Part2 Chap.3 

5. 文献講読：Oswell (2013) Part2 Chap.4 

6. 文献講読：Oswell (2013) Part2 Chap.5 

7. 文献講読：Oswell (2013) Part3 Chap.6-7 

8. 文献講読：Oswell (2013) Part3 Chap.8-9 

9. 文献講読：Oswell (2013) Part3 Chap.10-11 

10. 文献講読：Oswell (2013) Part4 Chap.12 

11. 個人報告 

12. 個人報告 

13. 個人報告 

14. 個人報告 

 

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

講読文献の予習と復習を毎回の参加の大前提とする。 

その他の授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献報告(30%)/研究報告(30%)/積極的参加(40%) 

2/3 以上出席をしていない場合は、単位取得可能不可 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Oswell. 2013. The Agency of Children. Cambridge (ISBN:970-0-521-60470-3) 

そのほかの講読文献は授業時に指示する 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF243／教育学演習 ３ 

(Seminar in Educational Research 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的研究と社会構成主義 

担当者名 

（Instructor） 
能智 正博(NOUCHI MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究２Ａ」 

後期課程用科目コード：PF343 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学・教育学における質的研究の方法と、その背景にある社会構成主義の考え方についての理解を深める。 

 

This course aims for students to understand more deeply the qualitative research methods in psychology and education, as well 

as the underlying ideas of social constructionism.  

 

授業の内容（Course Contents） 

質的研究と社会構成主義に関わるテキストを読みながら、その内容について議論をする。そこで引用されている研究事例を検討

して、その方法的な特徴を探る。 

 

This course aims for students to (1) read a text related to qualitative research and social constructionism and discuss its 

contents and (2) examine empirical studies cited in the text to learn the methods' characteristics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質的研究入門 

2. 社会構築主義とは何か（１） 

3. 社会構築主義とは何か（２） 

4. 社会構築主義の主張 

5. 社会構築主義における言語の役割 

6. ディスコースとは何か 

7. ディスコースの外に実在世界は存在するか（１） 

8. ディスコースの外に実在世界は存在するか（２） 

9. 巨視的社会構築主義 

10. 微視的社会構築主義 

11. 社会構築主義における研究（１） 

12. 社会構築主義における研究（２） 

13. 社会構築主義における論争（１） 

14. 社会構築主義における論争（２） 

 

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

テキストの該当箇所は必ず読んでくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメによる発表(30%)/出席と議論への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. V. Burr、2018、『ソーシャル・コンストラクショニズム』、川島書店 (ISBN:978-4-7610-0927-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 能智正博、2011、『質的研究法』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-015136-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF244／教育学演習 ４ 

(Seminar in Educational Research 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヴィゴツキー・状況的認知・存在論的転換 

担当者名 

（Instructor） 
高木 光太郎(TAKAGI KOTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究２Ｂ」 

後期課程用科目コード：PF344 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L. S. ヴィゴツキーの発達理論、1980 年代以降の心理学における再評価（状況的認知）、人類学を中心に近年展開されている主

体、自然、文化の関係の捉え直し（存在論的転換）に関する文献の読解を通して、心理学における主体、文化、自然の関係に関

する理論的な理解を深めるとともに、理論的な文献を検討するための読解技法の基礎を身につけることを目標とする。 

 

The purpose of this course is to develop a theoretical understanding of the relationships among subject, culture, and nature in 

psychology by reading papers on L. S. Vygotsky's theory of human development in the 1930s, "situational cognition" in the 

1980s, and current discussions on "ontological turn" in anthropology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴィゴツキー理論の概要について講義形式で解説したのち、指定された文献を検討する。受講者はその回で検討する箇所をあら

かじめ精読したうえで授業に参加し、授業内ではグループワークおよびディスカッション形式で該当箇所の論理展開、理論的含

意、現代的な研究課題への適用可能性などの検討を行う。 

 

After an overview of Vygotsky's theory, we examine the papers, and students are required to read the assigned papers in 

advance. In a group work and discussion format, students discuss the paper's logical structure, its theoretical implications, and 

its applicability to contemporary research topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヴィゴツキー理論の概要について講義形式で解説する。 

2. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

3. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

4. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

5. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

6. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

7. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

8. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

9. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

10. 存在論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

11. 存在論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

12. 存在論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

13. 存在論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

14. 授業のまとめと総括的な討論を行う。 

 

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

文献を検討する回については、あらかじめ検討箇所を精読し、論理展開について口頭で説明できるよう準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/文献の事前検討・報告レジュメの準備等(20%)/グループワー ク・ディスカッションへの参加状況

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JF245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF245／教育学演習 ５ 

(Seminar in Educational Research 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教師教育研究と教師教育論の展開 

担当者名 

（Instructor） 
矢野 博之(YANO 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究３」 

後期課程用科目コード：PF345 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育論・学習論の変容を背景に、教師教育（教職の養成と研修）の研究の動向と論点を理解することを通して、教師教育者として

の基盤となる知見と視点を獲得する。 

 

Along with the background of changes in educational theory and learning theory, students  acquire the fundamental knowledge 

and viewpoints necessary for teachers by understanding trends and key points in teacher education (teacher development and 

training) research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

21 世紀に入り、教師教育にまつわる研究の動きは、一段と世界的規模で大きく推進してきた。その背景にある教育論・学習論の

変化を見通しながら、現在とこれからの教師教育－教育職にたずさわる人間のまなびと成長－に求められる知見と論点を、議論

をふまえて、各自のまなびにしていく。 

受講者の規模や状況に応じて、授業計画の詳細は調整・変更が生じることをあらかじめ断っておく。 

 

As the 21st century begins, international research movements surrounding teacher education are progressing considerably. 

While examining changes in educational theory and learning theory, through discussions, students attempt to internalize the 

knowledge and key points needed for present and future human learning and growth in teaching education and teaching work. 

Note: Depending on the number of students and their progress, details of the course plan might be adjusted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教師教育研究における議論のマッピングとパースペクティブ設定 

3. 教職研究・教職論の概要と動向 

4. 教師教育者研究にまつわる議論 

5. 教育者にとっての「リフレクション」(1) 基礎論 

6. 教育者にとっての「リフレクション」(2) 演習① 

7. 教育者にとっての「リフレクション」(3) 演習② 

8. 中間討議と議論の整理（＊第 2回～第 7 回までのふりかえり） 

9. 教師の成長と教職にまつわる学術的研究 

10. 「セルフスタディ」論の勃興① 

11. 「セルフスタディ」論の勃興② 

12. 教師教育者論への展望(1)（第 8回の議論からテーマを焦点化してとりあげる） 

13. 教師教育者論への展望(2)（第 8回の議論からテーマを焦点化してとりあげる） 

14. 最終討議（＊全体を通しての総括討議） 

 

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

毎回、事前に提示する資料を通読した上での参加を前提とします。受容的な学習に留めぬよう、自らの研究課題と関連付けなが

ら、積極的な参加を期待しています。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告担当時のレポート(40%)/講義内での発言･参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. F.Korthagen（武田信子監訳)、2010、『教師教育学』、学文社 (ISBN:978-4762020445) 

2. 坂田哲人・矢野博之他、2019、『リフレクション入門』、学文社 (ISBN:978-4762028496) 
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3. M.Lunenberg 他（武田・山辺監訳）、2017、『専門職としての教師教育者』、玉川大学出版部 (ISBN:978-4472405433) 

4. J.Loughran（武田信子監修）、2019、『J.ロックランに学ぶ教師教育とセルフスタディ』、学文社 (ISBN:978-4762028557) 

5. 渡辺貴裕、2019、『授業づくりの考え方―小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ』、くろしお出版 (ISBN:978-4874247822) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

その他必要資料等は、授業時に提示する。（配布・提供の方法はあらかじめ周知する） 

 

注意事項（Notice） 
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■JF246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF246／教育学演習 ６ 

(Seminar in Educational Research 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的調査法の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
額賀 美紗子(NUKAGA MISAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究４」 

後期課程用科目コード：PF346 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的方法論の特長と多様なアプローチについて学び、質的方法を使って研究論文を執筆するための知識とスキル獲得をめざ

す。 

 

This course aims to provide students with opportunities to learn about the characteristics of qualitative methods and various 

approaches within them. Students can acquire the knowledge and skills required to write a coherent and convincing paper using 

qualitative methods.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は以下の３つによって構成される。 

１）質的方法論の基本的知識に関するレクチャーとディスカッション 

２）質的方法論を使った文献についてのディスカッション 

３）参与観察・インタビューの実践およびデータ分析 

 

This course requires students to engage in discussion about readings and to conduct qualitative data collection as well as 

analysis: 1) a lecture and a discussion about basic principles of qualitative methods, 2) discussion based on literature using a 

qualitative method, and 3) practicing fieldwork and interviews followed by data analysis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：質的研究法の特長・リサーチデザイン・発展の経緯 

2. 参与観察を使った研究事例①（文献講読） 

3. 参与観察のプロセス：データ収集からエスノグラフィー執筆まで 

4. 現場に入る：アクセス、ポジショナリティ、ラポール、倫理的問題 

5. フィールドノーツを書く①：現場メモからノーツへ 

6. 参与観察の実践（個別プロジェクト） 

7. フィールドノーツを書く②：「厚みのある記述」とは 

8. フィールドノーツの分析：グラウンデッド・セオリーと仮説生成 

9. 参与観察プロジェクトの発表 

10. インタビューの技法：半構造化インタビューとライフ・ヒストリー 

11. インタビューの実践①：質問ガイドラインの作成 

12. インタビューの実践②：「声」を聴くことの意味 

13. インタビューを使った研究事例（文献講読） 

14. インタビュープロジェクトの発表 

 

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

指定文献がある回については指定箇所に目を通し、コメントを作成してくることが求められる。 

また、個別プロジェクトの発表に備えて準備することが必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/通常の授業における複数回の課題提出(50%)/出席および授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる』、新曜社 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田博志、2010、『エスノグラフィー入門―<現場>を質的研究する』、春秋社 

2. 岸政彦・石岡丈昇・丸山里美、2016、『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社会学』、有斐閣ストゥデイア 

3. 藤田結子・北村文、2013、『現代エスノグラフィー: 新しいフィールドワークの理論と実践 (ワードマップ)』、新曜社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF247／教育学演習 ７ 

(Seminar in Educational Research 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思想史の手法を用いて教育を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
眞壁 宏幹(MAKABE HIROMOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究５」 

後期課程用科目コード：PF347 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の教育を理解するためには過去の教育的営みとその思想を理解する必要がある。本演習は近代ヨーロッパの教育的思考

や教育実践を思想史という人文研究の手法を用いることで考察する。現代社会の多様な教育問題を深く考察し、柔軟に対応でき

る発想力を身につけるためである。 

 

This course aims to focus on the intellectual history of modern educational practices and theories in Europe in order to 

understand present educational problems in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず履修者は自分の研究紹介を行う。その上で、自分の研究テーマから最も興味深い哲学者、心理学者、教育学者、教育者の

教育実践や教育理論を指定する教科書『西洋教育思想史』から探し出し、思想史的考察を加えながら個人発表する。 

 

Each student in this course is required to make a presentation about past educational practice or theory that is very interesting 

from the standpoint of his/her research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 履修者研究紹介１ 

3. 履修者研究紹介２ 

4. 思想史的考察・発表１ 

5. 思想史的考察・発表２ 

6. 思想史的考察・発表３ 

7. 思想史的考察・発表４ 

8. 思想史的考察・発表５ 

9. 思想史的考察・発表６ 

10. 思想史的考察・発表７ 

11. 思想史的考察・発表８ 

12. 思想史的考察・発表９ 

13. 思想史的考察・発表１０ 

14. 総合ディスカッション ー教育研究における思想史研究の意義についてー 

 

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

毎回、あらかじめ履修者は、発表者が取り上げる教育実践・理論について教科書の該当箇所を必ず読んでおくことが求められ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 眞壁宏幹、2020、『西洋教育思想史』、慶應義塾大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

教科書の参考図書を参照のこと。また、授業時でも適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習・ゼミ形式で行う。すなわち、発表とディスカッションが中心となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF248／教育学演習 ８ 

(Seminar in Educational Research 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

当事者の視点から考える障害・病気・虐待・非行等の特別ニーズを有する子ども・若者

の発達困難と発達支援 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 智(TAKAHASHI SATORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究６」 

後期課程用科目コード：PF348 

オンデマンド授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

当事者の視点から、障害・病気・虐待・非行等の多様な特別ニーズを有する子ども・若者の発達困難の実態と発達支援のあり方

について考察する 

 

From the viewpoint of the person concerned, students examine actual situations of developmental difficulties and methods of 

developmental support for children and youths with various special needs such as disabilities, diseases, abuse, and delinquency. 

 

授業の内容（Course Contents） 

当事者の視点から、障害・病気・虐待・非行等の多様な特別ニーズを有する子ども・若者の発達困難の実態と発達支援のあり方

について考察する 

 

From the concerned person's viewpoint, students examine the actual situation of developmental difficulties and methods of 

developmental support of children and youths having various special needs such as disabilities, diseases, abuse, and 

delinquency. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習のオリエンテーション 

2. 当事者の視点から子ども・若者の「食の困難と発達支援」について検討する①：演習担当者が番組作成協力した NHK ニュ

ースおはよう日本「子どもの“偏食”実態明らかに」の視聴、監修の当事者絵本『あっくんはたべられない―食の困難と感覚

過敏―』の紹介 

3. 当事者の視点から子ども・若者の「食の困難と発達支援」について検討する②：発達障害当事者の食の困難と発達支援に

関する調査の紹介 

4. 当事者の視点から子ども・若者の「食の困難と発達支援」について検討する③：訪問調査したスウェーデンのストックホルム

県立摂食障害センター、摂食障害当事者組織の紹介 

5. 当事者の視点から子ども・若者の「生活リズム・睡眠の困難と発達支援」について検討する①：ＮＨＫ「不登校 12 万人のか

げで―広がる子どもの睡眠障害―」の視聴、発達障害当事者の睡眠困難と発達支援に関する調査の紹介 

6. 当事者の視点から子ども・若者の「生活リズム・睡眠の困難と発達支援」について検討する②：発達障害当事者の「生きづら

さ」「SNS依存」と発達支援に関する調査の紹介 

7. 当事者の視点から子ども・若者の「被虐待・愛着障害・非行・犯罪等の発達困難と発達支援」について検討する①：演習担

当者が番組作成協力した NHK ハートネット TV「シリーズ罪を犯した発達障害者の”再出発”第１夜少年院の現場から」の視

聴、少年院・少年鑑別所・保護観察所における「触法・非行・犯罪等の発達困難と発達支援・移行支援」に関する調査の紹

介 

8. 当事者の視点から子ども・若者の「被虐待・愛着障害・非行・犯罪等の発達困難と発達支援」について検討する②：NHK「少

年犯罪・加害者の心に何が―「愛着障害」と子どもたち―」の視聴、少年院における発達上の課題・困難を抱える少年への

インタビュー調査の紹介 

9. 当事者の視点から子ども・若者の「被虐待・愛着障害・非行・犯罪等の発達困難と発達支援」について検討する③：訪問調

査した北欧諸国の虐待対応センター・少年院・少年刑務所・女子刑務所、犯罪・薬物依存・アルコール依存等の当事者組織

の紹介 

10. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する①：NHK「“小児がん

と生きる”～２人の少女の物語～」の視聴を通して、「病気の子どもの QOL と夢・生きがい」について考える 

11. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する②：NHK「プロフェシ

ョナル・涙も笑いも、力になる：院内学級教師・福島賢和」の視聴を通して、「病気の子どもの QOL と教育の意義」について

考える 

12. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する③：NHK「病棟保育

士の役割」の視聴や訪問調査したスウェーデンの病院におけるホスピタルプレイスペシャリストの紹介を通して、「病気の子

どもの QOL と保育・遊びの意義」について考える 

13. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する④：NHK「病室に笑

いを～道化師たちの挑戦」、日本テレビ「おうち診療所―がんと闘う子どもたちの願い―」の視聴を通して、「病気の子どもの
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QOL と笑い・家庭の意義」について考える 

14. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する⑤：NHK「家族の時

間～東京・ある小児在宅医と、子どもたち～」の視聴や調査「ターミナル期の教育における教師の役割に関する検討 : 保

護者・医療関係者・教師への演習担当者の調査から」そ通して、「ターミナル期の子どもの QOL」について考える 

 

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

演習時に指示した文献・資料の事前学習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および質問・討論等の演習への積極的参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加瀬進・髙橋智編著、2019、『特別支援教育総論』、一般社団法人放送大学教育振興会（NHK出版発売） (978-4-595-

31923-5 C1337) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田部絢子・高橋智、2019、『発達障害等の子どもの食の困難と発達支援』、風間書房 (ISBN:978-4-7599-2279-0) 

2. 柴田真緒・高橋智、2020、『発達障害当事者の睡眠困難と発達支援の研究』、風間書房 

3. 作・あっくん 監修・髙橋智、2019、『あっくんはたべられない―食の困難と感覚過敏―』、世音社 (978-4-921012-29-8 C0737) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG101／日本文学演習 １Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries, and noting the textual differences among various manuscripts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作っ

て発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのような微妙なニュアンスの違

いを生むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 

This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines that order notes covering 

ancient to modern annotations, and that list textual differences among different manuscripts. The course will consider how the 

history of annotations has changed, how minor differences in texts lead to minor differences in nuance, and other issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表（１） 

3. 担当者による発表（２） 

4. 担当者による発表（３） 

5. 担当者による発表（４） 

6. 担当者による発表（５） 

7. 担当者による発表（６） 

8. 担当者による発表（７） 

9. 担当者による発表（８） 

10. 担当者による発表（９） 

11. 担当者による発表（１０） 

12. 担当者による発表（１１） 

13. 担当者による発表（１２） 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG103／日本文学演習 ３Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
藤原定家の四季歌を読む 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

藤原定家の四季歌を読むことを通して、彼の和歌についての理解を深める。 

 

The purpose of this seminar course is for students to deepen their understanding of the characteristics of Fujiwara no Sadaie’s 

waka poetry by reading his poems made about the nature and scenery. 

 

授業の内容（Course Contents） 

藤原定家（1162 –1241）は、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけての優れた歌人である。この演習では、『新古今集』に入集

した藤原定家の四季歌を読解する。初回・二回目は、定家ならびに『新古今集』の和歌について、四季の歌に重点を置いた解説

を行う。その後は、輪読形式で、毎回担当者と担当和歌を定めて読解していく。  

 

Fujiwara no Sadaie (1162 –1241) was as an excellent waka poet of the late Heian and early Kamakura periods. In this seminar 

course students will read and interpret the seasonal poems made by Sadaie selected for "Shin-Kokin shu". The first and 

second sessions will be outline lectures on the waka poems of Sadaie and "Shin-Kokin shu", focusing on poems about four 

seasons. After that, each session will designate a person in charge of specific waka, after which reading will take place in group 

format. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 藤原定家の四季歌について 

2. 『新古今集』の四季歌について 

3. 定家の春の歌を読む（１） 

4. 定家の春の歌を読む（２） 

5. 定家の春の歌を読む（３） 

6. 定家の春の歌を読む（４） 

7. 定家の夏の歌を読む（１） 

8. 定家の夏の歌を読む（２） 

9. 定家の秋の歌を読む（１） 

10. 定家の秋の歌を読む（２） 

11. 定家の秋の歌を読む（３） 

12. 定家の秋の歌を読む（４） 

13. 定家の冬の歌を読む（１） 

14. 定家の冬の歌を読む（２） 

 

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

履修者は、自分の担当する和歌について発表の準備をするのはもとより、他の履修者の担当する和歌についても事前に自分な

りの解釈を考えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/討議への貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG104／日本文学演習 ４Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『寛濶平家物語』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

浮世草子『寛濶平家物語』（宝永 7 年（１７１０）刊）を精読します。 近世文学の特徴を把握し、研究の方法を身につけるとともに、

当時の文化や風俗についての理解を深めることが目標です。 

 

Students will carefully read Kankatsu Heike Monogatari, an ukiyozoshi work published in 1710. The goal is to grasp the 

characteristics of early modern literature, learn methods of research, and deepen understanding of the culture and customs of 

the era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『寛濶平家物語』を輪読形式で精読します。本書は作者未詳、宝永７年（１７１０）に刊行された好色物浮世草子で、『好色一代男』

（西鶴作）の「世之介」の息子として設定された「色盛」が主人公です。毎回発表担当者を決めて、発表と質疑を行います。発表者

は、本文を翻刻して語釈を施し、西鶴作浮世草子をはじめとする他作品との関係や、『平家物語』等の古典利用、当時の文化風

俗について調査します。 

 

Students will carefully read Kankatsu Heike Monogatari in group reading format. The book, published in 1710 by an unknown 

author, is a romantic ukiyozoshi work. Its amorous main character is presented as the son of Yonosuke from The Life of an 

Amorous Man by Saikaku. In each session, the class will determine a presentation leader and engage in presentations and 

discussions. The presenter will transcribe and explain the text, and investigate relationships with other works such as ukiyozoshi 

by Saikaku, the use of classics such as Heike Monogatari, and cultural customs of the times. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め方、調査分析の方法など）－講義 

3. 学生発表（１） 

4. 学生発表（２） 

5. 学生発表（３） 

6. 学生発表（４） 

7. 学生発表（５） 

8. 学生発表（６） 

9. 学生発表（７） 

10. 学生発表（８） 

11. 学生発表（９） 

12. 学生発表（１０） 

13. 学生発表（１１） 

14. まとめ 

 

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

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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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■JG105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG105／日本文学演習 ５Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教文芸研究 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏教文献の精読を通じて、仏教思想に対する理解を深めるとともに、古典文学を複眼的に読み解くための視座を獲得する。 

 

While reading Buddhist texts, students will deepen their understanding of Buddhist thought, enabling them to read works of 

classical literature from different perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「『往生要集』をよむ」 

今学期は、前年に引き続き、天台宗の学僧源信によって著された『往生要集』を中心に読み進める。『往生要集』は、極楽往生に

関する要文を様々な経典・論書から集めた仏教書であり、後世の文学や思想、絵画などに、大きな影響を与えてきた。本演習で

は、『往生要集』を輪読形式で精読し、古典文学との関係も視野に入れつつ、その特質を検討したい。 

 

Reading Ōjōyōshū 

Continuing from the previous year, we will focus on reading Ōjōyōshū, written by the Tendai scholar-monk Genshin. Ōjōyōshū 

is a Buddhist text which assembles various important sutras and commentaries on rebirth in paradise. This work was 

tremendously influential on the literature, thought, and imagery of later generations. In this seminar students will do a close 

reading of Ōjōyōshū, taking turns leading the class through assigned sections of the text. While considering Ōjōyōshū in 

relationship with other examples of classical literature, they will explore its unique characteristics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 源信と『往生要集』 

3. 受講生による発表 

4. 受講生による発表 

5. 受講生による発表 

6. 受講生による発表 

7. 受講生による発表 

8. 受講生による発表 

9. 受講生による発表 

10. 受講生による発表 

11. 受講生による発表 

12. 受講生による発表 

13. 受講生による発表 

14. 受講生による発表 

 

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

発表の準備、最終レポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG106／日本文学演習 ６Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大正６年の文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正前期、大正期文学の独自展開期の文学作品の多様性を知り、大正期文学の展開と背景を理解する。またそのプロセスを通

して、文学研究のための基本的スキルの向上を目指す。 

 

Students will learn about the diversity of literary works in the independent development period of early Taisho period and Taisho 

period literature, and will understand the development and background of Taisho period literature. Through this process, the 

course aims to improve students' basic skills for literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大正６年は、前年に生起した「遊蕩文学撲滅論争」や「自然主義前派論争」の展開に象徴されるように、白樺派を中心とする大正

作家の存在感が顕著になった時期である。前年に創刊された第四次『新思潮』の同人たちも着実に創作の場を拡げる一方、森鷗

外の史伝ものへの路線変更など、大正期的な文学と従来の近代文学との差異が明確になった時期ともいえるであろう。また、ロ

シア革命に刺激された労働文学の胎動の兆候も見逃すことができない。 

この授業では、この年に発表された具体的な作品に即して、その内容の検討に加え、同時代的な評価、メディア的背景などを検

討し、それらの関係性を視野に入れることによって、この時期の文学作品の社会的位相や文学的傾向の意味を再検討する。な

お、参加者による報告は、具体的な作品をめぐる報告と、どのような作品を素材とするかの二段階とし、その過程で研究スキルの

向上を図る。 

 

In addition to examination of the content of specific works presented in the year, the class will engage in contemporary 

evaluation, examination of media background, etc., and, by taking the relationships among these into consideration, will re-

examine the meaning of literary trends and social aspects of literary works of this period. Reports by participants will be in two 

stages: reports on specific works, and what sort of works to use as materials. Through that process, participants will improve 

their research skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業のねらい、進行など） 

2. 授業で取り上げる作品の決定、分担、スケジュールの確定 

3. 大正６年の文学概況１ 

4. 大正６年の文学概況２ 

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） 

取り上げる作品についての主要な先行研究などにあたり、報告者の議論の妥当性を判断する準備をし、討議に参加できるように

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容の評価(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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演習で使用する作品本文については授業の中で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG107／日本文学演習 ７Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『東京百年物語 1～3』（岩波文庫）を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 泉(SATO IZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2020 年 4 月 22 日付 開講学期変更 

春学期➔秋学期他(集中講義） 

 

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） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。  

 

Students will read and interpret texts from the perspectives of problem organization, annotation, and textual analysis, will 

acquire methods and knowledge related to literary research, and will write research papers on their own research themes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、発表を行ったあと、その内容をめぐって議論を行う。各発表者は自分

の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前提として発表してもらう。 

 

Classes will be held in seminar format. In every session, the presenter will prepare an outline and give a presentation, after 

which the class will discuss the content. Presenters will designate texts according to their own research themes, and will give 

presentations that will be presumably put into print in the future.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 発表３ 

5. 発表４ 

6. 発表５ 

7. 発表６ 

8. 発表７ 

9. 発表８ 

10. 発表９ 

11. 発表１０ 

12. 発表１１ 

13. 発表１２ 

14. 発表１３ 

 

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

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/討議参加態度(30%) 

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ロバート・キャンベル、十重田裕一、宗像和重編、2018、『東京百年物語』1～3、岩波書店 
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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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■JG109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG109／日本文学研究 １Ａ 

(Studies in Japanese Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
１９４５年前後の文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二次世界大戦終戦前後の社会と文学について学ぶ。 

 

In this class, we aim to learn about society and literature before and after World War II. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代日本文学と戦争期の表現について研究の基礎を学ぶ。 

受講生の研究発表とディスカッションにより進行する。 

テキストの中から 

戦中の内務省による検閲から戦後 GHQ検閲の時代にかけての表現の自由と可能性について学ぶ。 

メディアと文学について学ぶ。 

文学表現の歴史的変容について学ぶ。 

 

We will learn the basics of research on modern Japanese literature during the war. 

This class is a seminar with student presentations and discussions. 

We will learn about the media mix, censorship systems, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表 

3. 研究発表 

4. 研究発表 

5. 研究発表 

6. 研究発表 

7. 研究発表 

8. 研究発表 

9. 研究発表 

10. 研究発表 

11. 研究発表 

12. 研究発表 

13. 研究発表 

14. まとめ 

 

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

各自、指定されたテクストを事前に読んでくる。 

出席者は自身の研究主題に応じて、テクスト一覧の中から発表担当テクストを選び、事前にレジュメを作成する。 

ディスカッション、コメントの成果を反映し、レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表及びディスカッションへの積極的参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

太宰治 『惜別』 『竹青』 、坂口安吾 『堕落論』 『白痴』 『戦争と一人の女』 『続戦争と一人の女』 、石川淳 『焼け跡のイエ

ス』 、三島由紀夫 『花ざかりの森』 、野間宏 『暗い絵』 、宮本百合子 『二つの庭』 、武田泰淳 『司馬遷』 『蝮のすゑ』 、埴谷

雄高 『死霊』 、マチネ・ポエチック 『一九四六・文学的考察』 など 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本武利、宗像和重、十重田裕一、川崎賢子、『占領期雑誌資料大系文学編１』、岩波書店 (ISBN:4000282468) 
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2. 山本武利、宗像和重、十重田裕一、川崎賢子、『占領期雑誌資料大系文学編２』、岩波書店 (ISBN:4000282476) 

『戦後占領期 短篇小説コレクション』藤原書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

川崎賢子が編集委員として運営している、20 世紀メディア研究所のホームページ、サイトです。 

http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JG111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG111／日本文学研究 ３Ａ 

(Studies in Japanese Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物語絵巻の研究と実践 1 

担当者名 

（Instructor） 
稲本 万里子(INAMOTO 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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG305 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「病草紙」を題材に、文学・美術史学・歴史学を横断する研究や、ジェンダー＆セクシュアリティ分析、クラスの視点からの分析な

ど、絵巻研究の方法を学んだうえで、文字テキストと絵の比較をとおして、絵巻研究を実践する力を身につける。 

 

 Drawing on the Yamai-no soushi, students will engage in research spanning literature, art history, and study of history, and will 

learn methods for analysis of gender and sexuality, analysis from class perspectives, and other methods of researching 

handscrolls. Through comparisons of text and picture, students will acquire the ability to put handscroll research into practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 物語の絵画化は物語の解釈でもある。物語が絵に変換されるとき、物語のどのような情景が選択され、どのように表現されてい

るのか。絵のなかでは、何が強調され、何が省略されているのか。それは、注文主のどのような意図によるものか。春学期は、

「病草紙」の詞書と絵を比較することで、文字テキストと絵の差異を読み解く力を蓄える。 

 授業前半は講義形式、後半は演習形式でおこなう。まずはじめに、美術史と絵巻の概説をおこなったうえで、「病草紙」を全巻鑑

賞しながら、研究の現況を紹介していく。後半は、「病草紙」のなかからひとつの場面を選び、詞書と絵を比較することで、絵画化

の様相や情景選択について発表してもらい、全員で討論する。発表後 1 週間以内に、講評を私のブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップするので、それを読んで発表原稿を訂正し、発表内容をさらに深めてレポートとして

提出してもらう。他の受講生の講評もよく読んで、よりよい発表とレポートにしてもらいたい。 

 また、現在私たちが作品を鑑賞する場のひとつになっている“展覧会”というイベントについて考えるために、授業期間中に開催

されている日本美術の展覧会を紹介し、美術館・博物館が抱えている問題点を指摘する。春学期は、ボストン美術館展（東京都

美術館、4/16～7/5）で展示される「平治物語絵巻」の予習をおこなうので、展覧会場に足を運んでもらいたい。 

 

 The pictorialization of a story is also an interpretation of the story. When a story is converted into pictures, what aspects of 

the story are selected, and how are they expressed?  In the pictures, what is emphasized and what is omitted?  What is the 

intent of the orderer of the pictures behind this?  In the spring semester, students will cultivate the ability to read and 

interpret the differences between text and picture by comparing the picture Yamai-no soushi with the text Yamai-no soushi. 

 The first half of the class will be conducted in lecture format, and the second half in seminar format. First, after an overview-

level description of art history and handscrolls, the course will introduce the current state of research while appreciating the 

Yamai-no soushi. In the second half of the course, one scene will be selected from the Yamai-no soushi and compared with the 

text. Students will give presentations on aspects of the pictorialization and the selection of scenes, after which all participants 

will discuss. As comments will be uploaded to my blog (http://blog.livedoor.jp/mariko1961/) within 1 week after presentations, 

students will read these, correct the presentation drafts, and submit the presentations with deepened content as reports. 

Students will also thoroughly read the comments of other course takers to improve presentations and reports. 

 Also, in order to think about an event called “exhibition”, which is one of the places where we can appreciate works, we 

introduce Japanese art exhibitions held during class and point out the problem. In the spring semester, we will prepare for the 

Heiji Monogatari picture scroll to be exhibited at the Boston Museum of Art Exhibition (Tokyo Metropolitan Art Museum, 4/16-

7/5), so please visit the exhibition hall. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 展覧会の見方 

3. 美術史概説 

4. 絵巻概説 

5. 「平治物語絵巻」予習 

6. 「病草紙」研究 1 

7. 「病草紙」研究 2 

8. 「病草紙」研究 3 

9. 「病草紙」研究 4 

10. 受講生による口頭発表 1 

11. 受講生による口頭発表 2 
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12. 受講生による口頭発表 3 

13. 受講生による口頭発表 4 

14. レポート提出 

 

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

・口頭発表の準備をする。 

・口頭発表を終えたら、ブログの講評を読んで、発表原稿を訂正して、レポートを完成させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表の形式と内容(40%)/レポートの形式と内容(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会編、1972、『字典かな―出典明記―改訂版』、笠間書院 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野みどり、1997、『風流 造形 物語―日本美術の構造と様態』、スカイドア 

2. 加須屋誠、2003、『仏教説話画の構造と機能―彼岸と此岸のイコノロジー―』、中央公論美術出版 

3. 加須屋誠・山本聡美編、2017、『病草紙』、中央公論美術出版 

 その他の文献は授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講生の人数により、時間配分が変わることがある。 

・授業の前半は毎回液晶プロジェクターを使用して、スライドを映写しながら、絵巻の技法と表現法について説明するので、映写

時はスライドをじっくり見てもらいたい。 

・口頭発表については、受講生と相談しながら決める。口頭発表に対する講評は、発表後 1 週間以内に、ブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG113／日本文学研究 ５Ａ 

(Studies in Japanese Literature 5A) 

担当者名 

（Instructor） 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

井野 葉子(INO YOKO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG309 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

This is a self-directed course for acquiring thorough knowledge and understanding of diverse methods and viewpoints for 

research into Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

As a student-led self-directed course, the course will organize projects such as exercises, surveys, or reading sessions under 

clear themes and awareness of issues. Students will receive guidance and advice from the instructor in line with their themes, 

focused on the self-directed activities of all participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 
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注意事項（Notice） 
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■JG114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG114／日本文学研究 ６Ａ 

(Studies in Japanese Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アカデミックライティングの一環として、修士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

の、基礎的な力を身につけることを目指す。  

 

As a part of their academic writing, students will aim to acquire the fundamental capabilities for working out research themes 

and methods and for creating reports and research papers, with an eye toward their master's degree theses.  

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちでアウトプットするためのステップを学んでいく。また、その実践的トレーニングとして、段階的にミニ・レポートを作成す

る。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。  

 

Course takers will build up practical training in thinking logically about their own research themes and methods, and will learn 

steps for outputting these in the form of outlines and texts. In addition, as practical training, students will create a step-by-step 

mini-report. The class plans will be adjusted appropriately in line with the wishes and capabilities of course takers.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明  

2. 研究・ライティングの意義とねらい 

3. レポートの書き方①テキスト「１」の検討 

4. レポートの書き方②テキスト「２」の検討  

5. レポートの書き方③テキスト「３」の検討 

6. レポートの書き方④テキスト「４」の検討 

7. レポートの準備①作品の概要執筆 

8. レポートの準備②先行研究（80年代以前）の批判的検討 

9. レポートの準備③先行研究（90年代以降）の批判的検討 

10. レポートの準備④ボディの検討  

11. レポートの準備⑤結論・展開と論文構成 

12. ミニ・レポートのチェックポイント 

13. ミニ・レポートの相互チェック  

14. 授業のまとめ 

 

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

参考文献を自主的に読み、自身の研究の位置づけについて、具体的に検討すること。なお、授業では、論文の書き方について学

ぶと同時に、太宰治「春の盗賊」（予定）をサンプルに、短いレポートを作成する。そのために必要な作業・思考を、適宜課すことに

なる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/授業内報告(30%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小笠原喜康、2018、『最新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社 (ISBN:978-4065135020) 

太宰治『春の盗賊』（新潮文庫ほか） 

 

参考文献（Readings） 

1. 野矢茂樹、2017、『大人のための国語ゼミ』、山川出版社 (ISBN:978-4634151215) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG116／中国文学研究 １ 

(Studies in Chinese Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文訓読論 

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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG371 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・漢文訓読法の文明史的意義について認識する。 

・漢文訓読法の概要を理解する。 

・漢文訓読法の知識を漢文資料の読解に適用する。 

 

The purposes of this course are to (1) recognize the significance of kanbun-kundoku-ho (methods of reading classical Chinese 

writings in ancient Japanese) in the history of civilizations; (2)understand the overview of kanbun-kundoku-ho; and (3) apply 

knowledge of kanbun-kundoku-ho to reading Chinese materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業時間を前半と後半に分けて実施する。 

前半では、漢文訓読法の文明史的意義について、教員の講義および参加者による参考文献輪読により理解を深める。 

後半では、授業期間の最初、漢文訓読法の基礎知識の習得に努め、残りの期間においては資料読解の実践的練習を行う。 

 

In meetings' first half, students deepen their understanding of the significance of the kanbun-kundoku-ho (methods of reading 

classical Chinese writings in ancient Japanese) in the history of civilization through lectures by the instructor and readings by 

the participants. 

In the latter half of meetings at the beginning of the semester, students strive to acquire basic knowledge of reading kanbun-

kundoku-ho and practice practical reading of materials in the remaining period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１）  

3. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（２）  

4. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（３）  

5. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（４）  

6. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（５）  

7. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（６）  

8. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（７）  

9. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（８）  

10. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（９）  

11. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（10）  

12. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（11）  

13. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（12）  

14. 総括 

 

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

報告については担当者による事前準備のほか、対象テキストを他の参加者も予習する。 

漢文訓読には語学学習としての側面があることから、予習と復習は必須。 

詳しくは授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・報告の担当(50%)/議論参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。必要と判断した場合には指定書籍の購入を指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 金文京、2010、『漢文と東アジア 訓読の文化圏』、岩波書店 (ISBN:9784004312628) 

2. 中村春作編、2014、『東アジア海域に漕ぎだす ５ 訓読から見なおす東アジア』、東京大学出版会 (ISBN:9784130251457) 

3. 宮本徹・松江崇、2019、『漢文の読み方 原典読解の基礎』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595319266) 

4. 前野直彬、2015、『漢文入門』、筑摩書房 (ISBN:9784480097095) 

5. 前野直彬、2018、『精講 漢文』、筑摩書房 (ISBN:9784480098689) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG151／日本語学演習 １ 

(Seminar in the Japanese Language 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学研究法 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学の研究法について専門的な手法を身につける。 

 

Students will learn specialized techniques concerning research methods for Japanese linguistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、日本語学に関する自らの研究課題について考察検討を加え、分担を決めて発表するとともに、その発表に対して受講

者全員で討議することになる。発表に際しては、研究の着想に至った背景、先行研究、研究目的、研究手法、現状と展望などに

ついてレジュメをまとめて、論点を提示しつつ他の受講者に分かりやすく伝えることが求められる。必要に応じて、受講者全員で

関連研究の調査分析などを行うことがある。 

 

Students will consider and examine their own research subjects related to Japanese linguistics, and will determine assigned 

areas and make presentations on these, followed by discussion among all course takers. When making presentations, students 

will be required to put together outlines covering the background leading to the ideas for the research, prior research, research 

objectives, research methods, current status and prospects, etc., and to convey these in simple terms to other course takers 

while putting forth points for discussion. Investigation and analysis of related research may be undertaken by all course takers 

as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

日本語学の入門書・概説書などを熟読するとともに、関連諸分野の先行研究を広く探っておくこと。また、分からなかったことも含

めて、何（書籍や論文その他）をどのように調べたのか、ということを具体的に明らかにして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討議への参加状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG152／日本語学研究 １Ａ 

(Studies in the Japanese Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢語副詞の歴史的研究 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 卓(KAWASE SUGURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG351 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語史研究に必要な専門知識および手法を身に付けることを目標とします。 

 

The aim of this course is for students to acquire the practical specialist knowledge and skills needed for research in the history 

of Japanese languages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

鳴海伸一『日本語における漢語の変容の研究―副詞化を中心として―』（ひつじ書房、2015 年）を読み進めます。著者の意図す

るところをくみとりながら、内容を過不足なく押さえます。そのうえで、研究史上に正確に位置づけ、問題点を指摘し、発展的な解

決方法を見出します。 

 

Students will summarize and critically review each chapter of Narumi Shin’ichi’s (2015) Nihongo ni okeru Kango no Hen’yō no 
Kenkyū: Hukushi-ka wo Chūshin to shite (Studies on the Japanization of Chinese Loanwords: Focusing on Adverbization), 

Tokyo: Hitsuji Shobō Publishing. For their presentations, students will be required to put together outlines covering prior 

research, research objectives, research methods, current status and prospects, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

（予習）演習担当者は入念に準備を行ってください。見やすく、要点を押さえた演習資料を作成してください。担当者以外の受講生

も該当章をあらかじめ読み、問題となりそうな点を考えておいてください。 

（復習）授業で話題となった事象について関連文献を調べたり、授業中に紹介された参考文献を読んだりして、理解を深めてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鳴海伸一、2015、『日本語における漢語の変容の研究―副詞化を中心として―』、ひつじ書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG153／日本語学研究 ２Ａ 

(Studies in the Japanese Language 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG353 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

 

Students will be able to grasp the whole picture of classical Japanese grammar and explain the outline of historical changes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。この学期ではテキストの１講から７講を取り上げる計

画である。 

 

Subscribe to textbooks to give an overview of classical Japanese grammar and its historical changes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 動詞の活用 

3. 動詞化 

4. 動詞の音便 

5. 動詞の格支配 

6. 代動詞 

7. 動詞の意思性 

8. ボイス、受身 

9. 自発・可能 

10. 使役 

11. 助動詞の分類 

12. 名詞述語文 

13. 代用形式「あり」の解釈 

14. 喚体句 

 

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

授業計画に示した内容のテキスト該当ページを予習すること。復習は授業内容を再確認し、古典諸資料より類例を探索すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG161／日本文学演習 １Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries, and noting the textual differences among various manuscripts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作

って発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのようなニュアンスの違いを生

むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 日本文学演習１Aで扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

 This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines that order notes covering 

ancient to modern annotations, and that list textual differences among different manuscripts. The course will consider how the 

history of annotations has changed, how minor differences in texts lead to differences in nuance, and other issues. 

 Students will continue reading parts covered in Seminar in Japanese Literature 1A. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表（１） 

3. 担当者による発表（２） 

4. 担当者による発表（３） 

5. 担当者による発表（４） 

6. 担当者による発表（５） 

7. 担当者による発表（６） 

8. 担当者による発表（７） 

9. 担当者による発表（８） 

10. 担当者による発表（９） 

11. 担当者による発表（１０） 

12. 担当者による発表（１１） 

13. 担当者による発表（１２） 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(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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■JG162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG162／日本文学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『曾我物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

『曾我物語』の仮名本系本文を精読し，その特質を理解するとともに，「曾我物」と通称される周辺文芸作品との間の影響関係に

ついての理解を深める． 

 

Students carefully read the text of Soga Monogatari, understand its characteristics, and deepen their understanding of 

relationships in influences among the peripheral literary works known as Sogamono. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ていねいに注解を施しながら本文を読み進める．依拠資料・周辺資料との関係，同時代の諸文芸との相関性，幸若舞などの語り

物文芸や物語絵としての再生の様相などに目を配りつつ，『曾我物語』の文学史上の意義を照らし出していく．各自の研究テーマ

や問題関心とも共鳴させながら，本文を精読していく． 

 

While making careful annotations, students read the assigned texts. While noting the relationship between source materials and 

peripheral materials, the correlation with literary arts of the same period, and aspects of their reproduction in narrative arts 

such as kowakamai dance and monogatari-e pictures, the course illuminates the significance of the literary history of Soga 

Monogatari. Students read the texts closely and experience resonance with their own research themes and areas of interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説・共通課題の確認 

2. 担当者による発表と質疑応答 1 

3. 担当者による発表と質疑応答 2 

4. 担当者による発表と質疑応答 3 

5. 担当者による発表と質疑応答 4 

6. 担当者による発表と質疑応答 5 

7. 担当者による発表と質疑応答 6 

8. 担当者による発表と質疑応答 7 

9. 担当者による発表と質疑応答 8 

10. 担当者による発表と質疑応答 9 

11. 担当者による発表と質疑応答 10 

12. 担当者による発表と質疑応答 11 

13. 担当者による発表と質疑応答 12 

14. 担当者による発表と質疑応答 13，まとめ 

 

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

各回で扱う章段を下読したり，関連論文を読むなどして，自主的に基礎的知識を身につけて授業に臨むこと． 

関連論文・資料等の収集を各自で進めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

底本については初回に指示する．影印・活字本として刊行されている妙本寺本（真名本）・太山寺本・古活字本等のほか，各種の

写本・版本を随時利用することになる． 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

発表者は発表資料をもとに報告する． 

 

注意事項（Notice） 
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■JG163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG163／日本文学演習 ３Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
藤原定家の恋歌を読む 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

藤原定家の恋歌を読むことを通して、彼の和歌についての理解を深める。 

 

The purpose of this seminar course is for students to deepen their understanding of the characteristics of Fujiwara no Sadaie’s 

waka poetry by reading his poems made about love. 

 

授業の内容（Course Contents） 

藤原定家（1162 –1241）は、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけての優れた歌人である。この演習では、『新古今集』に入集

した定家の恋歌を読解する。初回・二回目は、定家ならびに『新古今集』の和歌について、恋の歌に重点を置いた解説を行う。そ

の後は、輪読形式で、毎回担当者と担当和歌を定めて読解していく。  

 

Fujiwara no Sadaie (1162 –1241) was as an excellent waka poet of the late Heian and early Kamakura periods. In this seminar 

course students will read and interpret love poems made by Sadaie selected for “Shin-Kokin shu”. The first and second 

sessions will be outline lectures on the waka poems of Sadaie and “Shin-Kokin shu”, focusing on poems about love. After that, 

each session will designate a person in charge of specific waka, after which reading will take place in group format. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 藤原定家の恋歌について 

2. 『新古今集』の恋歌について 

3. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋一 （１） 

4. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋一 （２） 

5. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋二 （１） 

6. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋二 （２） 

7. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋三 （１） 

8. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋三 （２） 

9. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋三 （３） 

10. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋四 （１） 

11. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋四 （２） 

12. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋四 （３） 

13. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋五 （１） 

14. 定家の恋歌を読み解く 『新古今集』恋五 （２） 

 

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

履修者は、自分の担当する和歌について発表の準備をするのはもとより、他の履修者の担当する和歌についても事前に自分な

りの解釈を考えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/討議への貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG164／日本文学演習 ４Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『寛濶平家物語』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

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） 

浮世草子『寛濶平家物語』（宝永 7 年（１７１０）刊）を精読します。 近世文学の特徴を把握し、研究の方法を身につけるとともに、

当時の文化や風俗についての理解を深めることが目標です。 

 

Students will carefully read Kankatsu Heike Monogatari, an ukiyozoshi work published in 1710. The goal is to grasp the 

characteristics of early modern literature, learn methods of research, and deepen understanding of the culture and customs of 

the era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続き、『寛濶平家物語』を輪読形式で精読します。本書は作者未詳、宝永７年（１７１０）に刊行された好色物浮世草子

で、『好色一代男』（西鶴作）の「世之介」の息子として設定された「色盛」が主人公です。毎回発表担当者を決めて、発表と質疑を

行います。発表者は、本文を翻刻して語釈を施し、西鶴作浮世草子をはじめとする他作品との関係や、『平家物語』等の古典利

用、当時の文化風俗について調査します。 

 

Students will carefully read Kankatsu Heike Monogatari in group reading format. The book, published in 1710 by an unknown 

author, is a romantic ukiyozoshi work. Its amorous main character is presented as the son of Yonosuke from The Life of an 

Amorous Man by Saikaku. In each session, the class will determine a presentation leader and engage in presentations and 

discussions. The presenter will transcribe and explain the text, and investigate relationships with other works such as ukiyozoshi 

by Saikaku, the use of classics such as Heike Monogatari, and cultural customs of the times. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め方、調査分析の方法など）－講義 

3. 学生発表（１） 

4. 学生発表（２） 

5. 学生発表（３） 

6. 学生発表（４） 

7. 学生発表（５） 

8. 学生発表（６） 

9. 学生発表（７） 

10. 学生発表（８） 

11. 学生発表（９） 

12. 学生発表（１０） 

13. 学生発表（１１） 

14. まとめ 

 

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

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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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■JG165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG165／日本文学演習 ５Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教文芸研究 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

仏教文献の精読を通じて、仏教思想に対する理解を深めるとともに、古典文学を複眼的に読み解くための視座を獲得する。 

 

While reading Buddhist texts, students will deepen their understanding of Buddhist thought, enabling them to read works of 

classical literature from different perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「『往生要集』をよむ」 

今学期は、春学期に引き続き、天台宗の学僧源信によって著された『往生要集』を中心に読み進める。『往生要集』は、極楽往生

に関する要文を様々な経典・論書から集めた仏教書であり、後世の文学や思想、絵画などに、大きな影響を与えてきた。本演習

では、『往生要集』を輪読形式で精読し、古典文学との関係も視野に入れつつ、その特質を検討したい。 

 

Reading Ōjōyōshū 

Continuing from last semester, we will focus on reading Ōjōyōshū, written by the Tendai scholar-monk Genshin. Ōjōyōshū is a 

Buddhist text which assembles various important sutras and commentaries on rebirth in paradise. This work was tremendously 

influential on the literature, thought, and imagery of later generations. In this seminar students will do a close reading of 

Ōjōyōshū, taking turns leading the class through assigned sections of the text. While considering Ōjōyōshū in relationship with 

other examples of classical literature, they will explore its unique characteristics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 源信と『往生要集』 

3. 受講生による発表 

4. 受講生による発表 

5. 受講生による発表 

6. 受講生による発表 

7. 受講生による発表 

8. 受講生による発表 

9. 受講生による発表 

10. 受講生による発表 

11. 受講生による発表 

12. 受講生による発表 

13. 受講生による発表 

14. 受講生による発表 

 

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

発表の準備、最終レポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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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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■JG166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG166／日本文学演習 ６Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物語論を学ぼう 

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） 
JAL6310 

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） 

文学研究を進める上で利用可能な方法論的レパートリーを拡張し、文学や文化に関わる幅広い知的領域の中に自分の関心を位

置づけることをねらいとします。単に批評理論をマスターするだけでなく、そこを起点に現代の批評研究理論を横断していく思考を

期待します。 

 

The aim of the course is to expand the methodological repertoire available for advancing literary research, and to position 

students' interests within a wide range of intellectual areas related to literature and culture. The course will expect students to 

not only master critical theory but also, from there, to display thinking that cuts across modern critical research theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

福沢将樹『ナラトロジーの言語学 表現主体の多層性』（ひつじ書房）をテキストに、物語論の基本的な概念や、最新の研究方法

論の動向について学びます。基本的に演習形式をとり、テキストの各章について、担当する受講者の報告に基づいた議論を通し

て理解していきます。 

 

Using Narratological Linguistics: A Multi-strata approach of subjects to produce expressions by Masaki Hikuzawa (Hituzi Shobo), 

students will learn about basic concept in narratology and the latest trends in research methodology. The course will essentially 

adopt a seminar format, and students will understand each chapter of the text through discussions based on reports by course 

takers in charge of the assigned subject matter. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（語り論とはどのようなものか）／授業の目的と概要、進め方について説明する。 

2. 第一章 総論（基礎） 

3. 第二章 表現主体（基礎①） 

4. 第二章 表現主体（基礎②） 

5. 第二章 表現主体（応用） 

6. 第三章 虚構と表現主体の階層（基礎） 

7. 第三章 虚構と表現主体の階層（応用） 

8. 第四章 引用と表現主体の階層（基礎） 

9. 第四章 引用と表現主体の階層（応用） 

10. 第五章 時間と表現主体の階層（基礎） 

11. 第五章 時間と表現主体の階層（応用） 

12. 第六章 結語／付録 文章を潜在的に引用する機能について（基礎） 

13. 第六章 結語／付録 文章を潜在的に引用する機能について（応用） 

14. まとめ 

 

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

事前学習としては、担当者は分担した章について報告の準備をする。また、受講者は授業で扱う章をあらかじめ熟読しておき、討

論に参加できる準備をする。 

事後学習としては、授業で学んだ理論を実際の文学テクストに応用する実践を重ね、理論的な分析記述の経験を積むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/話題毎に提出を求める授業内レポート(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 福沢将樹、2015、『ナラトロジーの言語学 表現主体の多層性』、ひつじ書房 (ISBN:978-4-89476-759-1) 

 

参考文献（Readings） 
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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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■JG167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG167／日本文学演習 ７Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『東京百年物語 1～3』（岩波文庫）を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 泉(SATO IZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

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） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。  

 

Students will read and interpret texts from the perspectives of problem organization, annotation, and textual analysis, will 

acquire methods and knowledge related to literary research, and will write research papers on their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「日本文学演習７A」に続き、演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、発表を行ったあと、その内容をめぐって議

論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前提として発表してもらう。 

 

Classes will be held in seminar format. In every session, the presenter will prepare an outline and give a presentation , after 

which the class will discuss the content. Presenters will designate texts according to their own research themes, and will give 

presentations that will be presumably put into print in the future.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 発表３ 

5. 発表４ 

6. 発表５ 

7. 発表６ 

8. 発表７ 

9. 発表８ 

10. 発表９ 

11. 発表１０ 

12. 発表１１ 

13. 発表１２ 

14. 発表１３ 

 

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

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/討議参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ロバート・キャンベル、十重田裕一、宗像和重編、2018、『東京百年物語』1～3、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG169／日本文学研究 １Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1945 年前後の日本文学の変容 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PG302 

 

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） 

第二次世界大戦終結前後の社会の変動、出版メディアの変化とともに、日本文学の表現の歴史的変容について学ぶ。 

修士論文執筆に向けたテーマ設定、研究法などを具体的に学ぶ。 

 

In this class, we learn about social changes before and after the end of World War II, changes in publishing media, and the 

historical transformation of the expression of Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに即したテキストを選び、レジュメを作成する。ディスカッションを通じて理解を深める。 

特に第二次世界大戦終結前後の文学に注目し、雑誌の動向や文学運動のマニフェストなどにも目配りをしたい。 

 

GHQ 占領期におけるメディア政策について学ぶ。 

検閲と表現について学ぶ。 

 

Each person chooses a text according to his / her research theme. 

The presenter creates handouts  

Participants deepen understanding through discussion. 

 

We will learn about media policies during the GHQ occupation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表 

3. 研究発表 

4. 研究発表 

5. 研究発表 

6. 研究発表 

7. 研究発表 

8. 研究発表 

9. 研究発表 

10. 研究発表 

11. 研究発表 

12. 研究発表 

13. 研究発表 

14. まとめ 

 

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

指定されたテクストをあらかじめ読んで出席する。 

発表者はレジュメを作成する。 

ディスカッション、コメントの成果を反映してレポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメ、発表、ディスカッションへの積極的な参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 山本武利、宗像和重、十重田裕一、川崎賢子、『占領期雑誌資料大系文学編１』、岩波書店 (ISBN:4000282468) 

2. 同上、『占領期雑誌資料大系文学編２』、岩波書店 (ISBN:4000282476) 

3. 同上、『占領期雑誌資料大系文学編３』、岩波書店 (ISBN:4000282484) 

4. 同上、『占領期雑誌資料大系文学編４』、岩波書店 (ISBN:4000282492) 

5. 同上、『占領期雑誌資料大系文学編５』、岩波書店 (ISBN:4000282506) 

各自の論文テーマに合わせて、上記以外のテクストを使用しても良い。 

 

参考文献（Readings） 

『戦後占領期 短篇小説コレクション』 藤原書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

川崎賢子が編集委員として運営に参加する２０世紀メディア研究所のサイトです。 

 

http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JG171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG171／日本文学研究 ３Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物語絵巻の研究と実践 2 

担当者名 

（Instructor） 
稲本 万里子(INAMOTO 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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PG306 

 

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） 

 徳川・五島本「源氏物語絵巻」を題材に、文学・美術史学・歴史学を横断する研究や、ジェンダー＆セクシュアリティ分析、クラス

の視点からの分析など、絵巻研究の方法を学んだうえで、物語と絵の比較をとおして、絵巻研究を実践する力を身につける。 

 

 Drawing on Tokugawa and Goto version The Tale of Genji picture handscroll, students will engage in research spanning 

literature, art history, and study of history, and will learn methods for analysis of gender and sexuality, analysis from class 

perspectives, and other methods of researching handscrolls. Through comparisons of story and picture, students will acquire the 

ability to put handscroll research into practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 物語の絵画化は物語の解釈でもある。物語が絵に変換されるとき、物語のどのような情景が選択され、どのように表現されてい

るのか。絵のなかでは、何が強調され、何が省略されているのか。それは、注文主のどのような意図によるものか。秋学期は、

『源氏物語』と徳川・五島本「源氏物語絵巻」を比較することで、物語と絵の差異を読み解く力を蓄える。 

 授業前半は講義形式、後半は演習形式でおこなう。まずはじめに、美術史と絵巻の概説をおこなったうえで、徳川・五島本「源

氏物語絵巻」を一場面ずつ鑑賞しながら、研究の現況を紹介していく。後半は、徳川・五島本「源氏物語絵巻」のなかからひとつ

の場面を選び、『源氏物語』と比較することで、絵画化の様相や情景選択について発表してもらい、全員で討論する。発表後 1週

間以内に、講評を私のブログ http://blog.livedoor.jp/mariko 

1961/にアップするので、それを読んで発表原稿を訂正し、発表内容をさらに深めてレポートとして提出してもらう。他の受講生の

講評もよく読んで、よりよい発表とレポートにしてもらいたい。 

 また、現在私たちが作品を鑑賞する場のひとつになっている“展覧会”というイベントについて考えるために、授業期間中に開催

されている日本美術の展覧会を紹介し、美術館・博物館が抱えている問題点を指摘する。今秋は、五島美術館で「源氏物語絵

巻」の全巻展示がおこなわれるので、展覧会場に足を運んでもらいたい。 

 

 The pictorialization of a story is also an interpretation of the story. When a story is converted into pictures, what aspects of 

the story are selected, and how are they expressed?  In the pictures, what is emphasized and what is omitted?  What is the 

intent of the orderer of the pictures behind this? In the fall semester, students will cultivate the ability to read and interpret the 

differences between story and picture by comparing The Tale of Genji picture handscroll with The Tale of Genji. 

 The first half of the class will be conducted in lecture format, and the second half in seminar format. First, after an overview-

level description of art history and handscrolls, the course will introduce the current state of research while appreciating 

Tokugawa and Goto version The Tale of Genji picture handscroll one scene at a time. In the second half of the course, one 

scene will be selected from Tokugawa and Goto version The Tale of Genji picture handscroll and compared with The Tale of 

Genji. Students will give presentations on aspects of the pictorialization and the selection of scenes, after which all participants 

will discuss. As comments will be uploaded to my blog 

 (http://blog.livedoor.jp/mariko1961/) within 1 week after presentations, students will read these, correct the presentation 

drafts, and submit the presentations with deepened content as reports. Students will also thoroughly read the comments of 

other course takers to improve presentations and reports. 

 Also, in order to think about an event called “exhibition”, which is one of the places where we can appreciate works, we 

introduce Japanese art exhibitions held during class and point out the problem. This fall, the whole volume of The Tale of Genji 

picture handscroll will be exhibited at the Goto Museum of Art, so please visit the exhibition hall. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 美術史概説 

3. 絵巻概説 

4. 「源氏物語絵巻」概説 

5. 展覧会の見方 
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6. 「源氏物語絵巻」研究 1 

7. 「源氏物語絵巻」研究 2 

8. 「源氏物語絵巻」研究 3 

9. 「源氏物語絵巻」研究 4 

10. 受講生による口頭発表 1 

11. 受講生による口頭発表 2 

12. 受講生による口頭発表 3 

13. 受講生による口頭発表 4 

14. レポート提出 

 

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

・口頭発表の準備をする。 

・口頭発表を終えたら、ブログの講評を読んで、発表原稿を訂正して、レポートを完成させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表の形式と内容(40%)/レポートの形式と内容(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲本万里子、2018、『源氏絵の系譜―平安時代から現代まで』、森話社 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋山光和、1964、『平安時代世俗画の研究』、吉川弘文館 

2. 秋山虔・田口榮一監修、1988、『豪華［源氏絵］の世界 源氏物語』、学習研究社 

3. 佐野みどり、1997、『風流 造形 物語―日本美術の構造と様態』、スカイドア 

4. 佐野みどり、2000、『じっくり見たい「源氏物語絵巻」』、小学館 

5. 新関公子監修、稲本万里子・池上英洋編著、2007、『イメージとテキスト―美術史を学ぶための 13 章』、ブリュッケ 

6. 田口榮一監修、稲本万里子・木村朗子・龍澤彩、2009、『すぐわかる源氏物語の絵画』、東京美術 

その他の文献は授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講生の人数により、時間配分が変わることがある。 

・授業の前半は毎回液晶プロジェクターを使用して、スライドを映写しながら、絵巻の技法と表現法について説明するので、映写

時はスライドをじっくり見てもらいたい。 

・口頭発表については、受講生と相談しながら決める。口頭発表に対する講評は、発表後 1 週間以内に、ブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG173／日本文学研究 ５Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 5B) 

担当者名 

（Instructor） 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

井野 葉子(INO YOKO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG310 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

This is a self-directed course for acquiring thorough knowledge and understanding of diverse methods and viewpoints for 

research into Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

As a student-led self-directed course, the course will organize projects such as exercises, surveys, or reading sessions under 

clear themes and awareness of issues. Students will receive guidance and advice from the instructor in line with their themes, 

focused on the self-directed activities of all participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 
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注意事項（Notice） 
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■JG174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG174／日本文学研究 ６Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング応用 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PG312 

 

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） 

アカデミックライティングの一環として、修士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

に、基礎をふまえて応用する力を身につけることを目指す。 

 

As a part of their academic writing, students will aim to acquire applied capabilities, based on fundamentals, for working out 

research themes and methods and creating reports and research papers, with an eye toward their master's degree theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちで、実際にアウトプットして検討する。具体的には、任意の作品を対象とした受講生のレポートを素材として、分析・検討

をした上で、ディスカッションを行う。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。 

 

Course takers will build up practical training in thinking logically about their own research themes and methods, and will actually 

output and examine these in the form of outlines and texts. More specifically, a discussion will be conducted after analyzing and 

examining the student's report on an arbitrary work as a material. The class plans will be adjusted appropriately in line with the 

wishes and capabilities of course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明 

2. レポートの書き方／読み方 

3. レポートについてのレジュメの作成 

4. レポートの検討①書式の確認 

5. レポートの検討②要素の整理 

6. レポートの検討③用語の吟味 

7. レポートの検討④全体の構成 

8. レポートの検討⑤分量の調整 

9. レポートの検討⑥引用と論旨 

10. レポートの検討⑦読者の想定 

11. レポートの検討⑧ブラッシュアップ 

12. レポートの自己点検 

13. レポートのチェック・リスト 

14. 授業のまとめ 

 

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

学会誌等に掲載の論文を積極的に読み、検討を経た上で、自身の実践につなげていくこと。なお、実践のためのテクストとして

は、岡本かの子「河明り」を予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/授業内報告(30%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、授業時に資料・サンプル等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2002、『レポート・論文の書き方入門』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766409697) 
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2. 松本和也編、2016、『テクスト分析入門』、ひつじ書房 (ISBN:978-4894768369) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として、受講は日本文学研究６Ａを履修した者に限る。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG176／中国文学研究 ２ 

(Studies in Chinese Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国哲学文献研究 

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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG372 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・漢文訓読法を用いて中国哲学の資料を読解できる。 

・資料から思想的内容を正確に読み取り、哲学的・文学的あるいは比較文明学的観点から評価できる。 

 

The goals of this course are to 

・be able to read Chinese philosophical materials using the kanbun-kundoku-ho. 

・be able to accurately read ideological content from materials and evaluate it from a philosophical / literary or comparative 

civilization viewpoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国哲学の資料を，漢文訓読法を用いて読解する。あわせて，その内容がいかなる射程を備えているかについて議論する。  

テキストとしては、「漢文大系」もしくは「漢籍国字解全書」所収の中国古典を用いる。 

 

In this course, we will use methods of reading Chinese texts in Japanese in order to comprehend Chinese philosophical 

documents. At the same time, we will debate the scope possessed by their contents. 

As the text, we use Chinese classics from “Kanbun Taikei” or “Kanseki Kokuji-kai Zensho”. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（１） 

3. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（２） 

4. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（３） 

5. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（４） 

6. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（５） 

7. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（６） 

8. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（７） 

9. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（８） 

10. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（９） 

11. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（10） 

12. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（11） 

13. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（12） 

14. 総括 

 

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

参加者は一定量を分担し、本文ならびに注の訓読と日本語訳を用意する。担当に当たっていない参加者も、次回に読むべき範

囲を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・報告の担当(50%)/議論への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなどを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG181／日本語学演習 ２ 

(Seminar in the Japanese Language 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学研究法 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

日本語学の研究法について専門的な手法を身につける。 

 

Students will learn specialized techniques concerning research methods for Japanese linguistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、雑誌『日本語の研究』で取り上げられた任意の論考について考察検討を加え、分担を決めて発表するとともに、その

発表に対して受講者全員で討議することになる。発表に際しては、先行研究、研究目的、研究手法、現状と展望などについて論

点を提示しつつ、他の受講者に分かりやすく伝えることが求められる。必要に応じて、受講者全員で関連研究の調査分析などを

行うことがある。 

 

Students will consider and examine studies taken up in the journal Nihongo no Kenkyu, and will determine assigned areas and 

make presentations on these, followed by discussion among all course takers. When making presentations, students will be 

required to put together outlines covering prior research, research objectives, research methods, current status and prospects, 

etc., and to convey these in simple terms to other course takers while putting forth points for discussion. Investigation and 

analysis of related research may be undertaken by all course takers as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

日本語学の入門書・概説書などを熟読するとともに、関連諸分野の先行研究を広く探っておくこと。また、分からなかったことも含

めて、何（書籍や論文その他）をどのように調べたのか、ということを具体的に明らかにして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討議への参加状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG182／日本語学研究 １Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文法変化の研究 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 卓(KAWASE SUGURU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PG352 

 

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） 

文法変化がいかなるものなのか、それをどう捉えればいいのか理解することを目標とします。 

 

The aim of this course is to explore current approaches to outstanding problems in grammatical change in Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小柳智一『文法変化の研究』（くろしお出版、2018 年）を読み進めます。著者の意図するところをくみとりながら、内容を過不足なく

押さえます。そのうえで、研究史上に正確に位置づけ、問題点を指摘し、発展的な解決方法を見出します。 

 

Students will summarize and critically review each chapter of Koyanagi, Tomokazu’s (2018) Bumpō Henka no Kenkyū (Studies 
on Grammatical Changes in Japanese), Tokyo: Kurosio Publishers. For their presentations, students will be required to put 

together outlines covering prior research, research objectives, research methods, current status and prospects, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

（予習）演習担当者は入念に準備を行ってください。見やすく、要点を押さえた演習資料を作成してください。担当者以外の受講生

も該当章をあらかじめ読み、問題となりそうな点を考えておいてください。 

（復習）授業で話題となった事象について関連文献を調べたり、授業中に紹介された参考文献を読んだりして、理解を深めてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小柳智一、2018、『文法変化の研究』、くろしお出版 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG183／日本語学研究 ２Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PG354 

 

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） 

日本語古典文法の全体像を把握し、歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

 

Students will be able to grasp the whole picture of classical Japanese grammar and explain the outline of historical changes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。この学期ではテキストの８講から１４講を取り上げる計

画である。 

 

Subscribe to textbooks to give an overview of classical Japanese grammar and its historical changes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 否定 

3. テンス・アスペクト 

4. き・けり 

5. つ・ぬ 

6. り・たり 

7. 局面動詞 

8. 法助動詞 

9. べし・なり 

10. めり 

11. 推量の助動詞 

12. けむ 

13. 反実仮想 

14. 勧誘・行為要求表現 

 

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

授業計画に示した内容のテキスト該当ページを予習すること。復習は授業内容を再確認し、古典諸資料より類例を探索すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH121／フランス文学演習 １Ａ 

(Seminar in French Literature 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ケベックの先住民文学を講読しながら，ケベック社会の多様性や間文化性を考察する。 

 

Students will study diversity and interculturality of Quebec society by reading indigenous literatures in modern Quebec.  

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化が進み，国境の概念が揺らいできている今日，フランス文学についても，フランス語圏を視野に入れることによって

より鮮明に見えてくるものがあるのではないだろうか。ケベック州は 1960 年代に起きた「静かな革命」により伝統社会から一気に

近代化した。カナダに留まりつつも，北米における独自のフランス語文化を育んでいる興味深い地域である。 

ケベック州は，1980 年代以降増加した新移民たちとの共存のあり方についてはすでに多くの経験を蓄積しているが，近年は，こ

れまで独自のコミュニティーを形成してきた先住民たちとも価値観を共有する場面が増えてきている。Naomi Fontaine（1987-）は

イヌーの 1 人で，北方の居留地で生まれ，7 歳のときに家族とともにケベック市に移住した女性作家である。彼女が先ごろ発表し

た SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie は，先住民居留地に支援に来ようとしている白人女性に先住民社会の実態や彼らの価値
観を教える手紙の体裁をとった小説である。この作品を講読しながら，ケベックの歴史や社会を振り返り，フランス語を核にしてさ

まざまな出自をもつ人々が共生する現代ケベックの姿を考察する。 

 

As globalization is taking place, the concept of national border is blurring, so students will be able to see French literature 

clearer by examining French-speaking areas. Quebec province leaped from traditional to modern society with the Quiet 

Revolution of the 1960s. While staying in Canada, it is an interesting area that has cultivated its French language culture in 

North America. 

Although the people have accumulated much experience in co-existing with increasing new immigrants after the 1980s, in 

recent years, people are also frequently exposed to values of indigenous people, who have formed their own community until 

now. Naomi Fontaine (1987-) is an Innu born in northern reserve. She moved to Quebec City with her family at the age of 

seven. She recently published SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie, a novel in the form of letters telling a white woman who 

wants to come and help the reserve the reality of indigenous society and its values. By reading this book, students will reflect 

upon Quebecois history and society and analyze modern Quebec where people of various descendants live and revolve around 

French language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 概略カナダの歴史 

3. 概略ケベックの歴史と社会 

4.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（１） 

5.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（2） 

6.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（3） 

7.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（4） 

8.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（5） 

9.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（6） 

10.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（7） 

11.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（8） 

12.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（9） 

13.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（１0） 

14.  SHUNI, Ce que tu dois savoir, Julie  講読（１1） 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は，毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業への参加度（出席，口頭発表）(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小畑精和・竹中豊編著、2009年、『ケベックを知るための 54章』、明石書店 (ISBN:ISBN978-4750329512) 

2. ジェラール・ブシャール著、2017 年、『間文化主義』、彩流社 (ISBN:ISBN978-4-7791-2431-0) 

3. 浅井晃著、2004 年、『カナダ先住民の世界』、彩流社 (ISBN:ISBN4-88202-875-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH122／フランス文学演習 １Ｂ 

(Seminar in French Literature 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代詩を代表する詩人イヴ・ボヌフォワ（Yves Bonnefoy, 1923-2016）が場所をめぐって展開する思索を講読することによ

り，現代社会における芸術創造の根幹に関わる問いについて考察できるようになる。 

 

Students will read the contemplations on places of Yves Bonnefoy (1923-2016), a poet representing modern French poetry, to 

acquire ability to analyze fundamental questions about art creation in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ボヌフォワは 1953 年に処女詩集『ドゥーヴの動と不動』を発表して以降，詩集のみならず，多くの詩論や美術評論，神話事典の

編纂，シェイクスピアをはじめとする外国文学の翻訳等を通して，文学創造，ひいては芸術創造全般にたいする根本的な問いに

ついて思索を巡らせた詩人である。2016 年にその生涯を閉じたが，彼が問いかけた問題は今もインパクトを失っていない。 

ボヌフォワの詩作は言葉によって現前（プレザンス）を表現する試みに集約できるが，その根源にあったのが「此処と他所」の和解

の問題だった。「此処」に現前しているものを表現することをみずからの詩の使命としながら，「他所」にたいする誘惑も断ちがたい

詩人。授業では昨年に引き続き，1972 年に発表した『奥の国（後背地）』の講読を通して，この問題を考察する。昨年とは異なる

部分を講読するので，初回の授業でこれまで読んだ部分を要約・解説する。また，あわせて詩作品も講読する。 

 

Bonnefoy published his first collection of poems Du mouvement et de l'immobilité de Douve in 1953. Since then, he has 

contemplated on wide variety of fundamental questions surrounding art and literature creation. He did this not only through 

poetry collections, but also through poetic theory, art critic, compilation of a mythological encyclopedia, and translation of 

foreign literatures such as Shakespeare. Although he has departed in 2016, the questions he asked have not lost their impact.  

Bonnefoy’s poems can be summarized in an attempt to express “présence” in words. Their roots lie in reconciliation of “here 

and there”. As a poet, he has taken up his poetic calling to represent here in present, but he was hard-pressed to reject 

temptation of “there”.  

This class will be sequel to last year. Students will read L'Arrière-pays (Hinterland)  published in 1972 and analyze this 

question. Students will read different parts than last year. During the first class, parts already read will be summarized and 

explained. In addition, students will also read his poems.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. L’Arrière-pays 講読（１） 

3. L’Arrière-pays 講読（２） 

4. L’Arrière-pays 講読（３） 

5. L’Arrière-pays 講読（４） 

6. L’Arrière-pays 講読（５） 

7. L’Arrière-pays 講読（６） 

8. L’Arrière-pays 講読（７） 

9. L’Arrière-pays 講読（８） 

10. L’Arrière-pays 講読（９） 

11. L’Arrière-pays 講読（10） 

12. L’Arrière-pays 講読（11） 

13. L’Arrière-pays 講読（12） 

14. L’Arrière-pays 講読（13） 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は，毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業への参加度（口頭発表や質疑応答）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水茂編・訳、1993 年、『イヴ・ボヌフォワ詩集』、小沢書店 (ISBN:ISBN978-4755140037) 

2. 阿部良雄他訳、2002 年、『ありそうもないこと－存在の詩学』、現代思潮社 (ISBN:ISBN978-4329010148) 

3. 小倉和子、2003 年、『フランス現代詩の風景』、立教大学出版会 (ISBN:ISBN978-4901988018) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH161／フランス文学特殊研究 １Ａ 

(Study in French Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス十九世紀小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十九世紀フランスの代表的な小説家の作品を読みながら，同時に批評や研究の方法について考える。 

 

Students will read works from iconic fiction authors from 19th century France and think about criticism and research methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ギュスターヴ・フローベールの成熟期の傑作『感情教育』（1869）を精読する。長編小説なので、授業ではすべてを読むのは不可

能だが、特に高級娼婦ロザネットに関わるパッセージを読みたいと考えている。また、フランス語のテキストの精読と並行して，文

学テキストの分析の仕方を学ぶため，様々な批評の抜粋を読ませる予定である。フローベールはいわゆるヌーヴェル・クリティッ

ク以後の批評がもっとも好んで取り上げた作家でもあり，この作家に関する代表的な論考を通じて，文芸批評の様々なアプロー

チに触れることができるはずだ。受講者各人が、自らの問題関心に応じて、積極的に取り組んでくれることを期待している。 

 

Students will read carefully Gustav Flaubert’s L'éducation sentimentale (1869). Reading it from cover to cover is not possible 

during the class as it is a long novel. Nevertheless, students will read passages about the high-class prostitute Rosanet. In 

addition, students will read extracts of various critiques along with French texts to learn how to analyze literature texts. 

Flaubert is the author most preferred by critiques after the Nouvelle Critique. Students will be introduced to various approaches 

of art critique through iconic discussions about this author. All students are expected to participate actively according to their 

questions and interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

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

授業開始時までに、あらかじめ翻訳でよいので、作品を一通り通読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gustave Flaubert. 2013. L'Education sentimentale. GF Flammarion 

 

参考文献（Readings） 

1. 小倉孝誠、2005、『感情教育』歴史・パリ・恋愛  『感情教育』歴史・パリ・恋愛、みすず書房 

2. フローベール、2009、『感情教育』、河出文庫 

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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■JH163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH163／フランス文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in French Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

おもに 20 世紀フランス文学を代表する小説、プルーストの『失われた時を求めて』を素材にして、フランス語テクストの精読をおこ

ないながら、修士論文を書くうえで役に立つ文学研究の方法論を習得する。 

 

Students will read French text carefully and learn about methodology of literature research that will help them to write their 

graduate thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

おもに『失われた時を求めて』の抜粋や研究論文を読みながら、文学作品をフランス語で分析し論じるためのコツを身につけても

らう。今学期は、文学史上の正典と探偵小説というジャンルの関係について考える。必要に応じて、プルースト研究の蓄積を例に

とり、伝記研究、テーマ批評、ナラトロジー（物語の技法論）、脱構築、表象文化史的アプローチ、ディスクール分析、草稿研究（生

成批評）など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法を、受講者自身の研究対象に応

用する機会にもしたい。 

 

Students will learn how to analyze and discuss literatures in French language. Whenever required, professor will use cumulative 

research on Proust introduce students to methodology of French literature research and history of critique, including biography 

research, thematic criticism, narratology, deconstruction, cultural history, discourse analysis, genetic studies, etc. Students will 

apply reading technique they have learnt on their research subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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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■JH164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH164／フランス文学特殊研究 ２Ｂ 

(Study in French Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学と第一次世界大戦 

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） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH304 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アランの戦争論を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないながら、修士論文を書くうえで役に立つ文学研究の方法論を

習得する。 

 

Students will read French text carefully and learn about methodology of literature research that will help them to write their 

graduate thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学者アランの戦争論『マルスあるいは裁かれた戦争』（1921年刊、増補版 1936 年刊）を精読する。これはアランが第一次世界

大戦に兵士として参加した経験をもとにして書いたエッセーである。「愛国心」「美」「情念」「利害」といったキーワードをあつかった

章からはじめ、履修者の関心にあわせて、多くの章を読み進めたい。必要に応じて、第一次世界大戦をきっかけにして書かれた

ほかの作品（フランスの小説や評論）とも比較する。 

 

Students will learn how to analyze and discuss literatures in French language. Alain's text (Mars ou la guerre jugée) will be 

examined in comparison with other texts (novels or essays) on the great war. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読、発表、ディスカッション１ 

3. 精読、発表、ディスカッション２ 

4. 精読、発表、ディスカッション３ 

5. 精読、発表、ディスカッション４ 

6. 精読、発表、ディスカッション５ 

7. 精読、発表、ディスカッション６ 

8. 精読、発表、ディスカッション７ 

9. 精読、発表、ディスカッション８ 

10. 精読、発表、ディスカッション９ 

11. 精読、発表、ディスカッション１０ 

12. 精読、発表、ディスカッション１１ 

13. 精読、発表、ディスカッション１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH165／フランス文学特殊研究 ３Ａ 

(Study in French Literature 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH305 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

 

Students will learn the Morden French philosophy and learn about methodology of literature research, by reading French text.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学ぶ。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

Students will deepen the techniques of reading texts and learn the basic flow of modern though ｂy reading the important texts 

of French contemporary thought and literary criticism in the original text. 

Students should not only prepare for the text carefully, but also thoroughly study basic concepts before participating. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

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

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH166／フランス文学特殊研究 ３Ｂ 

(Study in French Literature 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH306 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

 

Students will learn the Morden French philosophy and learn about methodology of literature research, by reading French text.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学ぶ。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

Students will deepen the techniques of reading texts and learn the basic flow of modern though ｂy reading the important texts 

of French contemporary thought and literary criticism in the original text. 

Participants should not only prepare for the text carefully, but also thoroughly study basic concepts before participating. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

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

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH169／フランス文学特殊研究 ５Ａ 

(Study in French Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ルソー『告白』から：フランス自伝文学の世界への招待 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH309 

 

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。またこの授業では「草稿」も（少しだけ）読みます。いわゆ

る「草稿研究」をおこなうわけではありませんが、「草稿」が思いがけぬ「発見」、あるいは読解のヒントを与えてくれることを確認

し、修士論文執筆の参考となるようにします。 

 

Without this work, students will not understand post-19th century French literature and thinking. Students will read this work by 

continuously tracing time before Les Confessions and imagining history of literature and thinking after Les Confessions. In 

addition, students will also read draft in this class. Students will not conduct the draft research literally, but students will check 

draft to find clues to help them understand the text. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 作品の背景について 

3. テクスト読解（１） 

4. テクスト読解（２） 

5. テクスト読解（３） 

6. テクスト読解（４） 

7. テクスト読解（５） 

8. テクスト読解（６） 

9. テクスト読解（７） 

10. テクスト読解（８） 

11. テクスト読解（９） 

12. テクスト読解（１０） 

13. テクスト読解（１１） 

14. テクスト読解（１２）＋まとめ 

 

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

テクストと草稿の読解はもちろんのこと、作品全体の理解につとめてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加態度(30%)/課題(30%)/授業内での報告(30%)/テクスト理解度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピー配布。さらに電子版テキストを使用。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献等については一回目の授業で指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH170／フランス文学特殊研究 ５Ｂ 

(Study in French Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
モンテスキュー『法の精神』から：フランス政治哲学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH310 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モンテスキュー『法の精神』を精読しつつ、そこから過去の、現在のフランス、フランスの政治、政治制度、政治思想について多角

的に考えます。 

 

Students will read carefully Montesquieu’s Spirit of the Laws, and think about past and present France, French policy, political 

system, and political thinking. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『法の精神』の精読を通じて、西欧政治思想史とその諸問題のみならず、フランスとは何か、フランス革命とは何か、近代民主主

義とは何か、政治文化とは何か、さらには宗教と政治の関係についても概観を示します。 

「政体論」といわれるものや、「三権分立」（の神話）、「風土」について概説します。 

すっかり政治思想研究から姿を消してしまった「政体論」に、実は現代世界を理解する鍵があるのではないか、そんな視点から作

品を読んでいきます。 

 

By reading Montesquieu’s Spirit of the Laws, students will be shown outlines of history of western Europe thinking, its various 

issues, what is France, what is French Revolution, what is modern democracy, what is political culture, and relationship between 

religion and politics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入  

2. 作品の背景について 

3. テクスト読解（１） 

4. テクスト読解（２） 

5. テクスト読解（３） 

6. テクスト読解（４） 

7. テクスト読解（５） 

8. テクスト読解（６） 

9. テクスト読解（７） 

10. テクスト読解（８） 

11. テクスト読解（９） 

12. テクスト読解（１０） 

13. テクスト読解（１１） 

14. テクスト読解（１２）＋まとめ 

 

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

テクストの読解はもちろんのこと、作品全体の理解につとめてください。参考文献は、初回授業で指示します。 

 

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） 

翻訳は正直なところ、選択肢が少ないので、岩波文庫版でよいです。 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■JH181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH181／フランス語学特殊研究 １Ａ 

(Study in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH351 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、中世フランスの作品等を題材に、フランス語テクストの精読を行

う。 

 

Students will learn literature research methods required to write their graduate thesis. Students will read French texts carefully 

by using medieval French works as materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、受講生の関心とレベルに合わせ

て具体的な訓練を行う。 

またフランス語の歴史を概説し、古フランス語・中フランス語の文法についての初歩的な説明を行った後、12 世紀テクストの抜粋

などを読む。 

 

Students will be introduced to methods to select subjects, research literatures, and compose thesis, which are required in 

French literature research. Students will receive specific training according to their interests and levels. 

In addition, students will be briefed on history of French language. After the initial explanation of old French language grammar, 

students will read extracts of 12th century romance story. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方、図書館ガイダンス 

5. 古フランス語入門１ 

6. 古フランス語入門２ 

7. 中世フランス文学概説 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

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

毎回訳読を行うので、準備が必要。また、各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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オンラインの仏語辞書サイト 

http://micmap.org/dicfro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JH182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH182／フランス語学特殊研究 １Ｂ 

(Study in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH352 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。 

 

Students will learn literature research methods required to write their graduate thesis and read French texts carefully. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、具体的な訓練を行う。春学期に

扱った作品のほか、15,6 世紀のテクストを取り上げ、詳読を行う。あわせて背景となるフランスの文化や歴史についても案内を行

う。 

学生による各自の研究テーマの簡単な発表も予定している。 

 

Students will be introduced to methods to select subjects, research literatures, and compose thesis, while receiving specific 

training. In addition to works introduced in the spring semester, students will select and read carefully several texts of 15,16th 

century. At the same time, students will be introduced to background French culture and history. 

Students will also make simple presentations on their research subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方 

5. 中世フランス語入門 

6. テーマ的検討 1 

7. テーマ的検討 2 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

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

毎回訳読を行うので、準備が必要。また各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期のフランス語学特殊研究１Aを受講していることが望ましい。 
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注意事項（Notice） 
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■JH191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH191／フランス語学演習１Ａ 

(Seminar in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ecriture académique en français (explication de texte, argumentation, résumé). 

担当者名 

（Instructor） 
ドゥルマズール(DELEMAZURE RAOUL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Apprendre à rédiger clairement et simplement des textes académiques en français (commentaire de texte, dissertation, article 

scientifique, résumé du mémoire de master). 

 

授業の内容（Course Contents） 

A partir de textes distribués en classe, nous ferons des explications de texte. 

A partir des recherches de Master des étudiants, nous ferons des exercices de rédaction et de méthodologie. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Méthodologie de la recherche : les différents exercices en français.  

2. Explication de texte : Marguerite Duras, L'Amant 

3. Explication de texte : Marguerite Duras, L'Amant (2) 

4. Explication de texte : Marcel Proust, Le Temps retrouvé 

5. Explication de texte : Marcel Proust, Le Temps retrouvé (2) 

6. Explication de texte : Francis Ponge, Le Parti pris des choses 

7. Explication de texte : Francis Ponge, Le Parti pris des choses (2) 

8. Explication de texte: Rimbaud, "Le dormeur du val" 

9. Explication de texte: Rimbaud, "Le dormeur du val" (2) 

10. Explication de texte: Camus, L'Etranger 

11. Explication de texte: Camus, L'Etranger (2) 

12. Explication de texte: Georges Perec, Un homme qui dort 

13. Explication de texte: Georges Perec, Un homme qui dort (2) 

14. Correction en classe de l'exercice final. Méthodologie. 

 

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

Il faut rédiger en français les différents exercices demandés tout au long de l'année. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Oral test(40%)/quiz(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH192／フランス語学演習１Ｂ 

(Seminar in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ecriture académique en français (II) 

担当者名 

（Instructor） 
ｸﾞﾛﾜｻﾞｰﾙ ｼﾞｮｽﾗﾝ(GROISARD,JOCELYN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、フランス語作文（dissertation）の方法を習得することである。学習を通じて、口頭発表の準備の仕方、小論文の構想

のまとめ方、小論文の執筆技法といった実践的で高度な能力が得られる。<BR> 

【変更前】Apprendre à rédiger clairement en français des textes académiques (articles scientifiques, exercices universitaires, 

résumé en français du mémoire de Master) 

フランス語で学術的なテキストを明確に書くことを学ぶ（科学論文、大学の演習、修士論文のフランス語要約） 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業での学習を通じて、論理的に構築された文章をフランス語で執筆する能力を発展させる。的確な論理にもとづいて自分

の考えを明瞭に述べる練習が行われる。 

また、十分に練られた筋道（問題の提示、議論の展開、結論）に即して自分の考えを構成して文章を作成する。 

本演習での学習はフランス語作文の技法を習得するのに役立つが、より広義には、自分の考えを表現するためにフランス語で書

き表わす能力全般の訓練になる。<BR> 

【変更前】Lecture et explication d'oeuvres littéraires ou de textes critiques sur la littérature. 

Exercices de rédaction. 

文学作品や文学に関する重要なテキストの読み取りと説明。 

ライティング演習。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「dissertation」とは何か<BR>【変更前】Texte critique : Roland Barthes, Le Degré z é ro de l é criture 

2. 自分の考えを表現する<BR>【変更前】Texte critique : Roland Barthes, Le Degré z é ro de l' é criture (2) 

3. 自分の考えを根拠づける<BR>【変更前】Texte critique: Gé rard Genette, Figures 

4. 適切な例を示す<BR>【変更前】Texte critique: Gé rard Genette, Figures 

5. 作文の構成法 I : 文章の構想<BR>【変更前】Explication de texte: Flaubert, L'Education sentimentale 

6. 作文の構成法 II ：構想の種類の例<BR>【変更前】Explication de texte: Flaubert, L'Education sentimentale (2) 

7. 導入部の書き方 I : 主題の提示<BR>【変更前】Explication de texte: Baudelaire, Les Fleurs du mal 

8. 導入部の書き方 II : 主題の問題化<BR>【変更前】Explication de texte: Baudelaire, Les Fleurs du mal (2) 

9. 導入部の書き方 III : 筋書の告知<BR>【変更前】Explication de texte: Beckett, En attendant Godot 

10. 議論のつなげ方<BR>【変更前】Explication de texte: Beckett, En attendant Godot (2) 

11. 結論の書き方 I : 自分の考えを要約する<BR>【変更前】Explication de texte: Jean Echenoz, Ravel 

12. 結論の書き方 II : 肝心な考えに注目させる<BR>【変更前】Explication de texte: Jean Echenoz, Ravel (2) 

13. つづり・文法の確認の方法<BR>【変更前】Explication de texte: Philippe Vasset, Un Livre blanc 

14. 執筆した作文の講評<BR>【変更前】Correction de l'exercice final. Mé thodologie; 

 

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。 

【変更前】Ré daction chaque semaine d'exercices acad é miques en fran ç ais. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Oral test(40%)/quiz(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） 

 

 

  



 - 278 - 

■JH195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH195／フランス語学演習３Ａ 

(Seminar in the French Language 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Entraînement aux formes d'expression académique en français. 

担当者名 

（Instructor） 
ルーセル，Ｆ．(ROUSSEL,FRANCOIS YVE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L'objectif général de ce cours est de vous aider à progresser en expression écrite et orale française en contexte académique. 

Les objectifs précis seront adaptés en fonction des besoins des participants, notamment pour ceux préparant des examens ou 

concours. 

 

The general objective of this class is to help students build on their French writing and oral expression skills in an academic 

context. Specific objectives will be established according to student needs, in particular for students preparing exams or 

competitions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Chaque séance commencera par une courte séquence de conversation ou de mini-présentation orale préparée à l'avance. 

Puis l'essentiel du cours sera consacré à une activité approfondissant une technique académique particulière, la plupart du 

temps à l'écrit. Chaque type de production écrite sera mis en pratique sous forme de devoir. La correction collective en classe 

permettra de mettre l'accent sur les principales difficultés de mise en forme et d'expression (reformulation). 

L'accent sera mis aussi bien sur la correction de la langue que sur le style ou encore la structure générale des productions. Les 

types de travaux abordés pourront être par exemple : le CV, la lettre de motivation, le résumé, la synthèse, l'essai argumentatif, 

la dissertation, le thème (traduction). 

Une petite partie du cours pourra éventuellement être consacrée à un exercice de traduction (thème) donné sous forme de 

devoirs : la traduction étant aussi un moyen efficace de progresser en composition française. 

Enfin, chaque participant devra aussi présenter au moins un exposé oral long par semestre, respectant les formes académiques, 

et portant si possible sur son domaine de recherches. 

 

Each session will begin with a short conversation exchange or short oral presentation which will be prepared in advance. 

The class will mainly center on activities that strengthen a specific academic technique, mostly in writing. Students will have to 

write essays as a homework assignment. Classroom feedback activities will address the main challenges regarding structure and 

expression (wording). 

The priority will be to correct language errors and to improve style and the overall structure of essays. Assignments may 

include: a CV, a cover letter, a summary, an argumentative essay, a composition, or a translation into French. 

A section of the lesson may include a translation exercise (into French) to complete as a homework assignment: translation 

exercises are also an effective way to make progress in writing a French essay. 

Finally, each student will also have to deliver at least one long oral presentation per semester, respecting academic 

methodologies, and if possible relevant to the student’s field of research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  Les principales formes académiques d'expression en français (1) 

2.  Les principales formes académiques d'expression en français (2) 

3.  Les principales formes académiques d'expression en français (3) 

4.  Ecrire un CV en français (1) 

5.  Ecrire une lettre de candidature ou de motivation en français (1) 

6.  Ecrire une lettre de candidature ou de motivation en français (2) 

7.  Ecrire un résumé (1) 

8.  Ecrire un résumé (2) 

9.  Ecrire un résumé (3) 

10.  Ecrire un résumé (4) 

11.  Exposés longs de fin de semestre (1) 

12.  Exposés longs de fin de semestre (2) 

13.  Exposés de fin de semestre (3) 

14. 14. Exposés de fin de semestre (4) 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Le travail en dehors du cours consistera en "devoirs" donnés chaque semaine : exercice d'écriture, thème, petit exposé oral à 

préparer... 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Travail régulier (devoirs écrits)(70%)/Participation en classe(10%)/Grand exposé(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH196 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH196／フランス語学演習３Ｂ 

(Seminar in the French Language 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Entraînement aux formes d'expression académique en français. 

担当者名 

（Instructor） 
ルーセル，Ｆ．(ROUSSEL,FRANCOIS YVE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L'objectif général de ce cours est de vous aider à progresser en expression écrite et orale française en contexte académique. 

Les objectifs précis seront adaptés en fonction des besoins des participants. 

 

The general objective of this class is to help students build on their French writing and oral expression skills in an academic 

context. Specific objectives will be established according to student needs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Chaque séance commencera par une courte séquence de conversation ou de mini-présentation orale. 

L'essentiel du cours sera consacré à une technique académique particulière, la plupart du temps à l'écrit. Il y aura des devoirs 

réguliers pour les pratiquer, et une correction collective en classe. 

L'accent sera mis aussi bien sur la correction de la langue que sur le style ou encore la structure générale des productions 

Une petite partie du cours pourra éventuellement être consacrée à un exercice de thème. 

Enfin, chaque participant devra aussi présenter au moins un exposé oral long par semestre. 

 

Each session will begin with a short conversation exchange or short oral presentation. 

 Most of the lesson will focus on a specific academic technique, mostly in writing. Regular homework will be assigned to apply 

knowledge, followed by group feedback in the classroom. 

 The priority will be to correct language errors and to improve style and the overall structure of essays 

. A section of the lesson will possibly include a translation exercise. 

 Finally, each participant will also have to deliver at least one long oral presentation per semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Rédiger une synthèse (1) 

2. Rédiger une synthèse (2) 

3. Rédiger une synthèse (3) 

4. Rédiger une synthèse (4) 

5. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (1) 

6. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (2) 

7. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (3) 

8. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (4) 

9. Récapitulation, révisions (1) 

10. Récapitulation, révisions (2) 

11. Récapitulation, révisions (3) 

12. Exposés longs de fin de semestre (1) 

13. Exposés longs de fin de semestre (2) 

14. Exposés longs de fin de semestre (3) 

 

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

Le travail en dehors du cours consistera en "devoirs" donnés chaque semaine : exercice d'écriture, thème, petit exposé oral à 

préparer par exemple. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Travail régulier (devoirs écrits)(70%)/Grand exposé(20%)/Participation en classe(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI154／ドイツ文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in German Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フロイト『人はなぜ戦争をするのか』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 19th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フロイトの戦争論・文明論『人はなぜ戦争をするのか（Warum Krieg?）』（1932 年）を講読し、ドイツ語の読解力の養成とともに、フロ

イトの思想の一端を理解することを目指す。 

意欲のある学部生の履修も歓迎する。 

 

Students will read Freud's theory of war and civilization"Warum Krieg? (1932). This class aims to understand one part of Freud's 

thoughts, along with training German reading skills. 

Participation of undergraduate students is also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論（1） 

3. テクスト読解と議論（2） 

4. テクスト読解と議論（3） 

5. テクスト読解と議論（4） 

6. テクスト読解と議論（5） 

7. テクスト読解と議論（6） 

8. テクスト読解と議論（7） 

9. テクスト読解と議論（8） 

10. テクスト読解と議論（9） 

11. テクスト読解と議論（10） 

12. テクスト読解と議論（11） 

13. テクスト読解と議論（12） 

14. テクスト読解と議論（13） 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フロイト（中山元訳）、2008 年、『人はなぜ戦争をするのかーエロスとタナトス』、光文社古典新訳文庫 

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） 

 

 

  



 - 284 - 

■JI155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI155／ドイツ文学特殊研究２Ｂ 

(Study in German Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カフカ『変身』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 19th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

カフカの『変身』（1915 年）を講読する。精読と要約を繰り返しながら、ドイツ語の読解力を養成し、さまざまな解釈の可能性につい

て考える。 

意欲のある学部生の履修も歓迎する。 

 

Students will read Kafkas "Die Verwandlung" (1915). While close reading and summarizing, students will develop German reading 

comprehension and think about various interpretation possibilities. 

Participation of undergraduate students is also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論（1） 

3. テクスト読解と議論（2） 

4. テクスト読解と議論（3） 

5. テクスト読解と議論（4） 

6. テクスト読解と議論（5） 

7. テクスト読解と議論（6） 

8. テクスト読解と議論（7） 

9. テクスト読解と議論（8） 

10. テクスト読解と議論（9） 

11. テクスト読解と議論（10） 

12. テクスト読解と議論（11） 

13. テクスト読解と議論（12） 

14. テクスト読解と議論（13） 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布するが、詳細はガイダンス時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 多和田葉子編、2015 年、『ポケットマスターピース 01－カフカ』、集英社文庫 

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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■JI156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI156／ドイツ文学特殊研究７Ａ 

(Study in German Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ブレヒトの戯曲の読解を通して，なぜ彼の戯曲が現代でも繰り返し上演されるのか，その魅力を探る。 

 

Students will read carefully Brecht’s dramas to explore their appeals and to understand why these dramas are still played 

repeatedly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ブレヒトの戯曲の中から代表的な『三文オペラ』を取り上げて読むとともに、関連する公演や参考文献、映像等を取り上げて議論

する。 

 

Students will read "Die Dreigroschenoper", one of Brecht’s iconic dramas, while using related public performances, reference 

materials, and films for discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業全体の進行の確認） 

2. 『三文オペラ』の紹介。 

3. 『三文オペラ』を読む。 

4. 第三回の続き。 

5. 第四回の続き。 

6. 第五回の続き。 

7. 第六回の続き。 

8. 第七回の続き。 

9. 第八回の続き。 

10. 第九回の続き。 

11. 第十回の続き。 

12. 第十一回の続き。 

13. 第十二回の続き。 

14. 全体のまとめと振り返り。 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的な参加(50%)/授業内での発表や課題等の提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて毎回の授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI157／ドイツ文学特殊研究７Ｂ 

(Study in German Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

ブレヒトの戯曲の読解を通して，なぜ彼の戯曲が現代でも繰り返し上演されるのか，その魅力を探る。 

 

Students will read carefully Brecht’s dramas to explore their appeals and to understand why these dramas are still played 

repeatedly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ブレヒトの戯曲の中から代表的な『三文オペラ』を取り上げて読むとともに、関連する公演や参考文献、映像等を取り上げて議論

する。 

 

Students will read "Die Dreigroschenoper", one of Brecht’s iconic dramas, while using related public performances, reference 

materials, and films for discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業全体の進行の確認） 

2. 『三文オペラ』を読む。 

3. 第二回の続き。 

4. 第三回の続き。 

5. 第四回の続き。 

6. 第五回の続き。 

7. 第六回の続き。 

8. 第七回の続き。 

9. 第八回の続き。 

10. 第九回の続き。 

11. 第十回の続き。 

12. 第十一回の続き。 

13. 第十二回の続き。 

14. 全体のまとめと振り返り。 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的な参加(50%)/授業内での発表や課題等の提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて毎回の授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI163／ドイツ文学特殊研究１Ｂ 

(Study in German Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

In this course, students read Alexander von Humboldt's Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. 
 

授業の内容（Course Contents） 

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

Students are instructed to read Alexander von Humboldt's Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. 
 

授業計画（Course Schedule） 

1. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

2. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

3. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

4. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

5. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

6. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

7. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

8. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

9. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

10. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

11. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

12. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

13. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

14. 最終検討。 

 

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

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と授業内発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを準備する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI168／ドイツ文学特殊研究 ８Ａ 

(Study in German Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Arthur Schnitzler 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Die Studierenden sollen ein Verständnis vom Werk Arthur Schnitzlers erlangen und selbständig Texte des Autors analysieren 

und kontextualisieren.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Arthur Schnitzler ist der literarische Chronist der Wiener Gesellschaft der Jahrhundertwende bzw. des frühen 20. Jahrhunderts 

und ein scharfsichtiger Analytiker der Umbrüche seiner Zeit.  Im vorliegenden Seminar werden Beispiele aus seinen 

Erzähltexten und seinem dramatischen Werk erörtert, wobei besonders auf die politischen, philosophischen und 

psychoanalytischen Diskurse der Zeit eingegangen wird.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Arthur Schnitzler: Einführung  

2. Anatol I 

3. Anatol II 

4. Anatol III 

5. Flucht in die Finsternis I 

6. Flucht in die Finsternis II 

7. Flucht in die Finsternis III 

8. Liebelei I 

9. Liebelei II 

10. Liebelei III 

11. Traumnovelle I 

12. Traumnovelle II 

13. Traumnovelle III 

14. Zusammenfassung 

 

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

Textlektüre, Vorbereitung von Impulsreferaten 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Texte werden im Unterreich verteilt 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI169／ドイツ文学特殊研究 ８Ｂ 

(Study in German Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Peter Handke 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PI302 

 

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） 

Die Studierenden sollen Texte des Autors aus den verschiedenen Schaffensperioden lesen und analysieren.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Mit der Verleihung des Literaturnobelpreises 2019 an Peter Handke ist der Autor abermals in den Blick der literarischen 

Weltöffentlichkeit geraten. Bereits seit seinem ersten öffentlichen Auftritt in Princeton 1966 (Gruppe 47) vermag der 

Österreicher zu polarisieren. Im vorliegenden Seminar werden die Debatten um den politischen Kommentator und die öffentliche 

Person Handke beiseite gelassen; stattdessen werden die Texte aus den verschiedenen Schaffensperioden des Schriftstellers 

zurück ins Zentrum der Betrachtung gerückt. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Peter Handke: Einführung  

2. Publikumsbeschimpfung (1966) I 

3. Der kurze Brief zum langen Abschied (1972) I 

4. Der kurze Brief zum langen Abschied (1972) II 

5. Der Chinese des Schmerzes (1983) I 

6. Der Chinese des Schmerzes (1983) II 

7. Die Wiederholung (1986) I 

8. Die Wiederholung (1986) II 

9. Essays (5 Versuche) (1990 - 2013) I 

10. Essays (5 Versuche) (1990 - 2013) II 

11. Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994) I 

12. Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994) II 

13. Die Obstdiebin (2017) I 

14. Die Obstdiebin (2017) II 

 

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

Textlektüre, Vorbereitung von Impulsreferaten  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Texte werden im Unterricht verteilt  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI170／ドイツ語学特殊研究１Ａ 

(Study in the German Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テキスト精読 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語テキストを精読する。 

 

Students will be able to read German texts precisely. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語論文ないしは著書から毎週一定量を講読する。 

 

Students will read a certain amount of academic  texts every week. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回講読 

2. 第 2 回講読 

3. 第 3 回講読 

4. 第 4 回講読 

5. 第 5 回講読 

6. 第 6 回講読 

7. 第 7 回講読 

8. 第 8 回講読 

9. 第 9 回講読 

10. 第 10 回講読 

11. 第 11 回講読 

12. 第 12 回講読 

13. 第 13 回講読 

14. 第 14 回講読 

 

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

毎回担当分を予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■JI171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI171／ドイツ語学特殊研究１Ｂ 

(Study in the German Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テキスト（学術論文）精読 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

テキスト（学術論文）を精読し，読解力を養う。 

 

Students will read carefully these textbooks (academic thesis) to cultivate their reading and comprehension skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式で行う。ドイツ語学・文学研究の基礎となる状況に精通する。 

 

The class will be in seminar format. Students will become adept in cases that are foundations of German linguistic and literary 

researches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト講読（１） 

2. テキスト講読（２） 

3. テキスト講読（３） 

4. テキスト講読（４） 

5. テキスト講読（５） 

6. テキスト講読（６） 

7. テキスト講読（７） 

8. テキスト講読（８） 

9. テキスト講読（９） 

10. テキスト講読（１０） 

11. テキスト講読（１１） 

12. テキスト講読（１２） 

13. テキスト講読（１３） 

14. テキスト講読（１４） 

 

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

授業で講読する箇所を準備した上で授業にのぞむ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI176／ドイツ文学特殊研究 ３Ａ 

(Study in German Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化研究の基礎テクスト 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ文化研究の分野で議論の現代的水準に対応できる語学力・思考力を訓練し、研究上必要な問題意識・方法意識の獲得を

めざす。 

 

Students will practice their linguistic and thinking skills to be able to discuss German cultural researches at modern standards. 

Students will aim to acquire issue and solution awareness required in researching. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の文学・文化・メディアなどを論じる上で基礎となる方法意識と語学力を訓練するため、今学期も前年度春学期に引き続き

Hans Blumenberg の作品を読む。抽象度の高いドイツ文の精確な読解力の要請と学問論・方法論の基礎知識の習得を第一の目

的とするので、訳読と分析、報告を中心とする古典的演習方法が授業の中心となる。なお、この授業は修士論文・博士論文の個

別指導と連携している。 

 

Students will practice their solution awareness and linguistic skill required as foundation to discuss modern literature, culture, 

and media. To do that, students will continue their task of reading Hans Blumenberg’s works after spring semester last year. 

The priority goal is to acquire basic knowledge of academic and solution theories, as well as reading skills to understand 

correctly highly abstract German texts. This class will proceed in classic seminar method, focusing on translation, reading, 

analysis, and report. In addition, this class is linked with individual instructions for master and doctoral thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. Blumenberg: Text 1-1 

3. Blumenberg: Text 1-2 

4. Blumenberg: Text 1-3 

5. Blumenberg: Text 1-4 

6. Blumenberg: Text 1-5 

7. Blumenberg: Text 1-6 

8. Blumenberg: Text 2-1 

9. Blumenberg: Text 2-2 

10. Blumenberg: Text 2-3 

11. Blumenberg: Text 2-4 

12. Blumenberg: Text 2-5 

13. Blumenberg: Text 2-6 

14. 総括と質疑 

 

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

担当者は日本語訳と注を作成して授業時に配布すること。また、事前にテクストを読み準備していることが受講の前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/担当箇所の訳読(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはコピーして第一回目授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JI177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI177／ドイツ文学特殊研究 ３Ｂ 

(Study in German Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア研究の基礎テクスト 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

ドイツ文化研究の分野で議論の現代的水準に対応できる語学力・思考力を訓練し、研究上必要な問題意識・方法意識の獲得を

めざす。 

 

Students will practice their linguistic and thinking skills to be able to discuss German cultural researches at modern standards. 

Students will aim to acquire issue and solution awareness required in researching. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の文学・文化・メディアなどを論じる上で基礎となる方法意識と語学力を訓練するために、今学期は 2017 年度秋学期に続き

メディア論の画期的文献のひとつである Friedrich A. Kittler の Draculas Vermächtnis に収められた論文を読む。抽象度の高いド

イツ文の精確な読解力の要請と学問論・方法論の基礎知識の習得を第一の目的とするので、訳読と分析、報告を中心とする古

典的演習方法が授業の中心となる。なお、この授業は修士論文・博士論文の個別指導と連携している。 

 

Students will practice their solution awareness and linguistic skills required as foundation to discuss modern literature, culture, 

and media. To do that, students will continue their task of reading Friedrich A. Kittler’s Draculas Vermächtnis, a revolutionary 

literature on media theory, after the fall semester in the academic year 2017. The priority goal is to acquire basic knowledge of 

academic and solution theories, as well as reading skills to understand correctly highly abstract German texts. This class will 

proceed in classic seminar method, focusing on translation, reading, analysis, and report. In addition, this class is linked with 

individual instructions for master and doctoral thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. Kittler（１） 

3. Kittler（２） 

4. Kittler（３） 

5. Kittler（４） 

6. Kittler（５） 

7. Kittler（６） 

8. Kittler（７） 

9. Kittler（８） 

10. Kittler（９） 

11. Kittler（１０） 

12. Kittler（１１） 

13. Kittler（１２） 

14. Kittler（１３） 

 

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

担当者は日本語訳と注を作成して授業時に配布すること。また、事前にテクストを読み準備していることが受講の前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/担当箇所の訳読(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI178／ドイツ文学特殊研究 ６Ａ 

(Study in German Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
２０世紀のドイツ語の詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 哲彦(HIYAMA TETSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

２０世紀のドイツ語の詩を読む 

 

Students will read 20th-century German poetry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

”Jahrhundertgedaechtnis. Deutsche Lyrik im 20.Jahrhundert"をもとにして、毎回２つ～３つの詩を読み進めてゆく。一つの詩につ

いて、一人の担当者から、レポート（日本語訳、解釈など）を提出していただきたい。 

 

Based on "Jahrhundertgedächtnis. Deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert", students read two or three poems each time. Students 

will submit a report (Japanese translation, interpretation, etc.) for one poem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩を読む① 

2. 詩を読む② 

3. 詩を読む③ 

4. 詩を読む④ 

5. 詩を読む⑤ 

6. 詩を読む⑥ 

7. 詩を読む⑦ 

8. 詩を読む⑧ 

9. 詩を読む⑨ 

10. 詩を読む⑩ 

11. 詩を読む⑪ 

12. 詩を読む⑫ 

13. 詩を読む⑬ 

14. 詩を読む⑭ 

 

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

それぞれの詩に関する事柄や歴史上の出来事に視野を広げつつ、詩が書かれた時代を縦断的かつ横断的に考えていただきた

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 生野・檜山編訳、『ドイツ名詩選』、岩波文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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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■JI184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI184／ドイツ語教育特殊研究 １Ａ 

(Studies in German Language Teaching 1A) 

担当者名 

（Instructor） 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

 

Students will train their ability to conduct research presentation and academic discussion. Through these, students will master 

basics of German language education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院在籍の院生全員が履修する。 

 

Students will acquire systematic and theoretical standards in the grammar and vocabulary knowledge required to teach German 

language with instructors' perspective. To do that, students also will connect their purposes and cultural interests in linguistic 

education with the basic German grammar and vocabulary assigned to learners, and discuss them. In addition, students will give 

research presentations related to their research subjects. All attendees will participate in discussion. All graduate school 

students will take this class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

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

発表担当者は事前に概要を告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JI185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI185／ドイツ語教育特殊研究 １Ｂ 

(Studies in German Language Teaching 1B) 

担当者名 

（Instructor） 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PI312 

 

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） 

研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

 

Students will train their ability to conduct research presentation and academic discussion. Through these, students will master 

basics of German language education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院生全員が履修する。 

 

Students will acquire systematic and theoretical standards in the grammar and vocabulary knowledge required to teach German 

language with instructors' perspective. To do that, students also will connect their purposes and cultural interests in linguistic 

education with the basic German grammar and vocabulary assigned to learners, and discuss them. In addition, students will give 

research presentations related to their research subjects. All attendees will participate in discussion. All graduate school 

students will take this class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

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

発表者は事前にテーマを告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI188／ドイツ文化史特殊研究 Ａ 

(Studies in German Cultural History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Deutschland und die „Gelbe Gefahr“: Deutsche Japanbilder, 1895–1918 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI321 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand deutsch-

japanischer und japanisch-deutscher Übersetzungen 

 

Acquiring skills in academic writing and deepening text comprehension by practising translations from German to Japanese and 

vice versa 

 

授業の内容（Course Contents） 

Anhand des Schlagworts der „Gelben Gefahr“ werden wir die deutsche Wahrnehmung Japans im Zeitraum des späten 

neunzehnten Jahrhundert bis zum Ende des ersten Weltkriegs untersuchen. Die rapide militärische und wirtschaftliche 

Entwicklung Japans riefen bei deutschen Politikern aber auch in der Bevölkerung Ängste hervor, die unter dem Schlagwort 

„Gelbe Gefahr“ zusammengefasst wurden und das Japanbild in deutschen Medien zunehmend prägten. Eine besondere Rolle 

spielte in diesem Zusammenhang der deutsche Kaiser Wilhelm II., der wiederholt das Schreckensgespenst einer asiatischen 

Bedrohung für Europa heraufbeschwor und versuchte dieses Bedrohungsszenario zum Schmieden diplomatischer Allianzen zu 

nutzen. Der Kurs untersucht die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung des Schlagworts anhand deutscher und japanischer 

Forschungsliteratur sowie schriftlicher und bildlicher Primärquellen. 

 

Focussing on the catchphrase "Yellow Peril" we will examine German perceptions of Japan from the late nineteenth century 

through the end of the First World War. During that period, Japan's rapid military and economic development evoked fear among 

German politicians but also the populace at large, which were summarized by the catchphrase "Yellow Peril" and increasingly 

shaped the depiction of Japan in German media. The German emperor Wilhelm II. played a special role in this context. The 

monarch repeatedly raised the spectre of an Asian threat to Europe and tried to utilize this alleged threat to forge diplomatic 

alliances. In this course we examine the genesis, development, and dissemination of this catchphrase, drawing on German and 

Japanese research literature as well as on written and visual primary sources. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Organisatorische und thematische Einführung 

2. 1. Übersetzung 

3. 2. Übersetzung 

4. 3. Übersetzung 

5. 4. Übersetzung 

6. 5. Übersetzung 

7. 6. Übersetzung 

8. 7. Übersetzung 

9. 8. Übersetzung 

10. 9. Übersetzung 

11. 10. Übersetzung 

12. 11. Übersetzung 

13. 12. Übersetzung 

14. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

 

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

Kursteilnehmer/innen müssen die Übersetzung der Texte zu Hause vorbereiten (ca. 1 Seite pro Woche). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Abgegebene Übersetzungen(60%)/Mitarbeit im Unterricht(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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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■JI189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI189／ドイツ文化史特殊研究 Ｂ 

(Studies in German Cultural History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Orte und Kulturen kolonialer Erinnerung in Deutschland und Japan 

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） 
GRL6842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PI322 

 

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） 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand deutsch-

japanischer und japanisch-deutscher Übersetzungen 

 

Acquiring skills in academic writing and deepening text comprehension by practising translations from German to Japanese and 

vice versa 

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Kurs bietet eine Einführung in die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung, die einen wichtigen interdisziplinären Trend 

in den europäischen Geisteswissenschaften der letzten Jahrzehnte darstellt. Insbesondere werden zwei methodologische 

Zugänge zum Thema vorgestellt: Pierre Noras „Erinnerungsorte“ und Aleida und Jan Assmanns „kulturelles Gedächtnis“. Beide 

Ansätze werden durch konkrete Fallbeispiele aus Japan und Deutschland veranschaulicht. Im Mittelpunkt soll dabei nicht der 

häufig thematisierte Gegensatz zwischen der deutschen und der japanischen Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs stehen, 

sondern vielmehr der Umgang beider Nationen mit ihrer kolonialen Vergangenheit. Eine solche Schwerpunktsetzung verspricht 

einen differenzierteren Vergleich zwischen den Erinnerungskulturen der beiden Länder als die Gegenüberstellung eines 

Deutschlands, „das seine Lektion gelernt hat“, mit einem vermeintlich geschichtsvergessenen Japan. 

 

The course provides an introduction to cultural memory studies, which have become an important interdisciplinary trend in the 

European humanities in the last few decades. Special emphasis is placed on the following two methodological approaches to the 

subject: Pierre Nora's "sites of memory" (lieu de mémoire) and Aleida and Jan Assmann's "cultural memory". Both approaches 

will be illustrated by concrete case studies from Japan and Germany. Those case studies do not centre on the often-invoked 

difference between how Germany and Japan have come to terms with their respective roles during the Second World War but 

rather on the two nations' treatment of their colonial past. Such an emphasis promises a more nuanced comparison between 

the cultures of memory in the two countries than the contrasting of a Germany "that has learned its lesson" with the alleged 

historical amnesia of Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Organisatorische und thematische Einführung 

2. 1. Übersetzung 

3. 2. Übersetzung 

4. 3. Übersetzung 

5. 4. Übersetzung 

6. 5. Übersetzung 

7. 6. Übersetzung 

8. 7. Übersetzung 

9. 8. Übersetzung 

10. 9. Übersetzung 

11. 10. Übersetzung 

12. 11. Übersetzung 

13. 12. Übersetzung 

14. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

 

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

Kursteilnehmer/innen müssen die Übersetzung der Texte zu Hause vorbereiten (ca. 1 Seite pro Woche). 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

Abgegebene Übersetzungen(60%)/Mitarbeit im Unterricht(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ101／現代文明学特殊研究 １ 

(Research on Contemporary Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較方法研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

２時限連続（隔週開講） 

後期課程用科目コード：PJ301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本専攻独自の幅広い研究方法を身につける。 

 

In this course, students will learn a broad range of research methods unique to this field of study. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に厳しいアカデミッ

クな批評方法を身につける。同時にハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等で通用する実践的な訓

練を行う。具体的には，以下を軸に進める。 

(1)これまでやってきた研究論旨の報告（論文の趣旨と構成，章立ての報告，今後の課題等） 

(2)現在進行中の研究報告（論文の章立てや各章の具体的な趣旨，なにを明らかにするか，あるいはどの点で試行錯誤している

か等），その一部として，修士論文準備段階の人は，自分の研究テーマにとって重要な最近の書籍を１点取り上げ，書評の執筆

を進めてもらう。 

(3)論文執筆の途中経過報告 

どの場合も，報告ではレジュメと同時に，所定の分量の文章化した原稿を配付物とすること。議論の一環として原稿の相互添削

を取り入れる。 

詳細は１回目の授業で説明する。 

 

The goal of this course is for students to grow through working diligently, writing reports and constructively criticizing each 

other’s work. Rather than having them shut themselves away with their research, this course will teach students rigorous 

methods of mutual academic criticism. At the same time, students will learn how to make handouts and write reports, while 

learning how to compose a paper. Students will receive practical training that will come in handy at academic conferences. 

Specifically, this course will cover the following main topics. 

1. Reporting research conducted up until now (the gist and structure of the paper, reporting by section, future topics, etc.) 

2. Report of research currently in progress (Each section of the paper/the specific gist of each section, what does it shed light 

on, or rather which parts proceed via trial and error, etc.). As a part of this, students who are preparing their master’s thesis will 

pick up an important, recent publication relating to their research theme and write a review of it. 

3. Paper writing progress reports 

In each case for the report, along with an outline, students will provide an essay draft of a designated length. As part of course 

discussions, students will look over each other’s drafts. 

Specific details will be explained during the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 授業内情報検索講習会（第２回-1） 

4. 授業内情報検索講習会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1 報告の主な内容としては，『境界を越えて』合評、修士論文中間報告，前期課程 1 年による研究報

告，書評執筆の中間報告を含む。以下同様） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-2） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物（学術的書評もしくは研究経過報告）(30%) 

提出物の詳細は授業時に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり，「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 

 隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

提出物のうち書評については，立教比較文明学会紀要『境界を越えて』への投稿を想定している。査読をクリアするよう，夏休み

期間中にも引き続きブラッシュアップすることが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ102／現代文明学特殊研究 ２ 

(Research on Contemporary Civilizations 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代哲学・社会思想の重要文献を読む 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ308 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献講読を通じて、現代哲学・社会思想の文献読解・思想解釈の方法を身につける。 

 

In this course, by reading basic texts of modern western philosophy and social thought, students learn the academic skills 

needed to read and interpret them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回講読箇所を決め、担当者が作成したレジュメを元に読解をすすめ、そのテーマについて議論をします。 

 

講読テクストは履修者の関心と担当者の専門を加味して決定します。なお、本授業の担当者の専門は、現代西洋哲学、社会思

想です。 

現在のところは以下を念頭においています。基本的に原著（英語）を用いますが、邦訳や他の言語での翻訳版も適宜参照しま

す。 

 

Hannah Arendt, "The Origins of Totalitarianism", Harvest Book, 1973. 

（ハンナ・アーレント『全体主義の起原』全 3 巻、みすず書房（新版）） 

 

Judith Butler, Parting Ways: "Jewishness and the Critique of Zionism", Columbia UP, 2013. 

（ジュディス・バトラー『分かれ道 ユダヤ性とシオニズム批判』青土社、2019） 

 

Students are instructed to read the texts, based on the resume created by the student in charge and discuss the theme. The 

reading text is determined in consideration of students' interests and the instructor's specialty, which is modern Western 

philosophy and social thought. 

The following texts are likely [basically, the original text (English) is used, but we also refer to translations in other languages 

(including Japanese)]: Hannah Arendt, "The Origins of Totalitarianism", Harvest Books, 1973. 

Judith Butler, "Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism", Columbia UP, 2013. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献購読 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. まとめ 

 

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

毎回担当箇所を読んでくる。担当者はレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業中に紹介します 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ104／現代文明学特殊研究 ４ 

(Research on Contemporary Civilizations 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
境界論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ306 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ある時期まで、日本の文芸批評は同時代の人文知をリードする存在であった。この授業では伊藤整、三島由紀夫の文芸批評を

精読する。 

 

Up until a certain point, Japan’s literary criticism acting as a leading force for its humanities knowledge of the same era. In this 

course, we will intensively reading the literary criticism of Sei Ito and Yukio Mishima. 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者は毎回レジュメ作成（教科書の読解＋引用文献の読解）。その後でディスカッション。各自の積極的な参加を期待する。伊

藤整の『小説の認識』を事前に入手しておくこと。 

 

Each class, the instructor will write a summary (reading comprehension of the textbook and the reference literature). Following 

this, discussions will be held. Each student will be expected to actively participate. Students will need to procure a copy of Sei 

Ito’s “Recognition of Novel” in advance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テクストの読解＆討議 

3. テクストの読解＆討議 

4. テクストの読解＆討議 

5. テクストの読解＆討議 

6. テクストの読解＆討議 

7. テクストの読解＆討議 

8. テクストの読解＆討議 

9. テクストの読解＆討議 

10. テクストの読解＆討議 

11. テクストの読解＆討議 

12. テクストの読解＆討議 

13. テクストの読解＆討議 

14. テクストの読解＆討議 

 

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

担当者はレジュメを作成。書中で引用されている文献にもあたってもらう。他の受講者もテクストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ105／現代文明学特殊研究 ５ 

(Research on contemporary Civilizations 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批判論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

２時限連続（隔週開講） 

後期課程用科目コード：PJ302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較文明学基礎研究を進める。研究交流の場を提供する。 

 

In this course, students will conduct basic research in comparative civilizations studies. This course will serve as a means to 

exchange research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に

厳しいアカデミックな批評方法を身につける。また同時に，ハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等

で通用する実践的な訓練を行う。報告ではレジュメと同時に，所定の分量（4,000 字程度）の文章化した原稿を配付物とすること。

議論の一環として原稿の相互添削を取り入れる。最終的には修士論文１章分相当の文章（10,000 字程度）を提出してもらう。 

 

The goal of this course is for students to grow through working diligently, writing reports and constructively criticizing each 

other’s work. Rather than having them shut themselves away with their research, this course will teach students rigorous 

methods of mutual academic criticism. Again, at the same time, students will learn how to make handouts and write reports, 

while learning how to compose a paper. Students will receive practical training that will come in handy at academic conferences. 

In each case for the report, along with an outline, students will provide an essay draft of a designated length (around 4,000 

characters). As part of course discussions, students will look over each other’s drafts. Eventually, students will turn in an essay 

roughly equivalent to the size of one section of a master’s thesis (about 10,000 characters). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 研究交流会（第２回-1） 

4. 研究交流会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-2） 

 

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

各自の報告準備が当然必要。そのほかは履修登録後に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなどを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり、「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 

隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ108／現代文明学演習 １ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の創成 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海域アジア史を史料に基づいて検討する。 

履修者の個別テーマを深め、プレゼンテーション・文章表現の向上を図る。 

 

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

The course aims to deepen students' individual themes and improve their expressiveness in presentations and text. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンゴル帝国から清代までを対象にして、『日本一鑑』などの史料を読みながら、考察を深める。特に渡海者の視点から、アジア

の歴史を見直し、新たな歴史像が構築できるか、議論を重ねながら検討する。 

あわせて、履修者の研究テーマについて、構想の発表、研究文献の検討、史料の読解を進める。 

 

It will also deepen examination through readings of historical materials including Nihon ikkan, covering the period from the 

Mongol Empire to the Qing Dynasty. This course will review the history of Asia, particularly from the perspective of people who 

crossed the sea. Through discussions, it will consider the possibility of constructing a new depiction of history. 

At the same time, the course will advance presentation of ideas, examination of research literature, and comprehension of 

historical materials pertaining to students' research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：歴史をいかに研究するか 

2. 『海と帝国』の再検討１ 

3. 『海と帝国』の再検討２ 

4. 履修者各自の研究テーマ発表（各自の卒論・参考論文を用いて） 

5. 履修者各自の研究テーマ発表（各自の卒論・参考論文を用いて） 

6. 『日本一鑑』の読解  

7. 『日本一鑑』の読解  

8. 『日本一鑑』の読解  

9. 『日本一鑑』の読解  

10. 『日本一鑑』の読解  

11. 履修者各自の研究テーマに関わる研究文献について 

12. 履修者各自の研究テーマに関わる研究文献について 

13. 履修者各自の研究テーマに関わる研究文献について 

14. 今後の展望 

 

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

史料読解については、報告者はもちろんのこと、それ以外の履修者も事前に準備すること。 

『日本一鑑』の翻訳原稿は、報告者が報告後に演習における質疑応答を踏まえて加筆・修正を加え、履修者全員に送付するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解レポート（数回）(40%)/口頭発表(40%)/授業時の積極的な発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2005、『海と帝国』、講談社 (ISBN:978-4-06-274059-3) 

2. 上田信、2013、『シナ海域 蜃気楼王国の興亡』、講談社 (ISBN:978-4-06-218543-1) 

3. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

テキスト１・２は無料配布、テキスト３は著者割引にて販売します。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ109／現代文明学演習 ２ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明時空論 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 元紀(SAITO MOTOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミシェル・フーコー『主体の解釈学――コレージュ・ド・フランス講義 1981-1982 年度』を読み解き、主体をめぐる哲学的思考を学

ぶとともに、さらにそれを深め、みずから批判的かつ哲学的に思考しうる力を身につけることをめざす。 

 

In this course, students read Michel Foucault’s “The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France 1981-

1982” to learn about his philosophical thoughts. Besides deepening students' understanding of the subject, this course aims for 

them to acquire the ability to  think better critically and philosophically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主体とは何か。西洋哲学はこの問題をめぐり、さまざまな議論を展開してきた。フーコーは、こうした主体をめぐる思考と実践の源

泉を、古代ギリシアとヘレニズム・ローマの系譜に求める。この授業では、ミシェル・フーコーの『主体の解釈学』を読み解き、主体

をめぐる哲学的思考を学ぶとともに、さらにそれを深め、みずから批判的かつ哲学的に思考しうる力を身につけることをめざす。 

 

What is a subject? Western philosophy has developed various debates over this issue. Michel Foucault seeks the origins of 

ancient Greek and Hellenistic Romans for the source of thought and practice of subjects. In this course, students read Michel 

Foucault’s “The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France 1981-1982,” learning about philosophical 

thought on "subject." Besides deepening their understanding of subject, this course aims for students to acquire the ability to 

think better in a critical and philosophical manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：主体の解釈学――フーコーにおける「自己への配慮」とその実践の系譜学が意味するもの 

2. 『主体の解釈学』読解①全般的な問題系 

3. 『主体の解釈学』読解②「自己への配慮」の登場 

4. 『主体の解釈学』読解③「自己への配慮」の変化の始まり 

5. 『主体の解釈学』読解④自己の実践の一般的性格 

6. 『主体の解釈学』読解⑤自己への配慮と他者への配慮 

7. 『主体の解釈学』読解⑥自己の自己目的化 

8. 『主体の解釈学』読解⑦自己回帰の倫理 

9. 『主体の解釈学』読解⑧アスケーシス（鍛錬） 

10. 『主体の解釈学』読解⑨聴くことと書くこと 

11. 『主体の解釈学』読解⑩パレーシア（真理を語ること） 

12. 『主体の解釈学』読解⑪修練と試練 

13. 『主体の解釈学』読解⑫死の省察という訓練 

14. 総まとめ 

 

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

議論を深めるため、毎回事前にテキストを読み、その意味を自分なりにひととおり理解したうえで参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所報告(35%)/出席および議論参加度(65%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ミシェル・フーコー、2004 年、『ミシェル・フーコー講義集成〈11〉主体の解釈学 (コレージュ・ド・フランス講義 1981-82) 』、筑摩

書房 (ISBN:4480790519) 

2. Michel Foucault. 2001. L'Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France (1981-1982). Le Seuil-Gallimard 

(ISBN:2020308002) 

3. Michel Foucault. 2005. The Hermeneutics of the Subject (Lectures at the College de France 1981-82). Picador 

(ISBN:0312425708) 
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4. Michel Foucault. 2011. Hermeneutik des Subjekts: Vorlesungen am Collège de France 1981/82. Suhrkamp Verlag AG 

(ISBN:3518295357) 

日本語訳を基本とし、仏語原書、その他英訳、独訳も適宜参照する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ミシェル・フーコー、1987 年、『自己への配慮』、新潮社 (ISBN:4105067060) 

2. ミシェル・フーコー、2012 年、『ミシェル・フーコー講義集成〈13〉真理の勇気 (コレージュ・ド・フランス講義 1983-84) 』、筑摩書

房 (ISBN:4480790535) 

3. 慎改康之、2019 年、『フーコーの言説』、筑摩書房 (ISBN:4480016740) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ110／現代文明学演習 ３ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国哲学文献研究 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・漢文訓読法を用いて中国哲学の資料を読解できる。 

・資料から思想的内容を正確に読み取り、哲学的・文学的あるいは比較文明学的観点から評価できる。 

 

The goals of this course are to 

・be able to read Chinese philosophical materials using the kanbun-kundoku-ho. 

・be able to accurately read ideological content from materials and evaluate it from a philosophical / literary or comparative 

civilization viewpoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国哲学の資料を，漢文訓読法を用いて読解する。あわせて，その内容がいかなる射程を備えているかについて議論する。  

テキストとしては、「漢文大系」もしくは「漢籍国字解全書」所収の中国古典を用いる。 

 

In this course, we will use methods of reading Chinese texts in Japanese in order to comprehend Chinese philosophical 

documents. At the same time, we will debate the scope possessed by their contents. 

As the text, we use Chinese classics from “Kanbun Taikei” or “Kanseki Kokuji-kai Zensho”. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（１） 

3. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（２） 

4. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（３） 

5. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（４） 

6. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（５） 

7. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（６） 

8. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（７） 

9. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（８） 

10. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（９） 

11. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（10） 

12. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（11） 

13. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（12） 

14. 総括 

 

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

参加者は一定量を分担し、本文ならびに注の訓読と日本語訳を用意する。担当に当たっていない参加者も、次回に読むべき範

囲を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・報告の担当(50%)/議論への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなどを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JJ111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ111／現代文明学演習 ４ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明時空論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・実践する。 

 

Students will learn and put into practice methodologies for research from cultural-ecological and ecological-anthropological 

points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の問題発見と解決のための文化生態学および生態人類学の方法論について国内外の論文を精読し，問題設定，方法，分

析手法を学ぶ。 

参加者と取り上げる学術誌論文および基本的専門書を検討し，分担を決め，毎回の発表を行い，研究分野の基礎から自分自身

の研究の構想を行う。 

 

Students will engage in careful reading of research papers from Japan and from abroad on the methodologies of cultural ecology 

and ecological anthropology in order to discover and resolve issues in the field, and will learn about methods for analyzing and 

setting issues. 

Participants will examine academic journal articles and basic technical documents, will divide these up and carry out 

presentations every session, and will design their own research from the fundamentals of their research fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化研究の課題と展望１／文献紹介と説明 

2. 文化研究の課題と展望２／同上 

3. 研究課題の設定と研究レビュー１／各自の発表と議論 

4. 研究課題の設定と研究レビュー２／同上 

5. 研究課題の設定と研究レビュー３／同上 

6. データ収集方法の検討１／各自の発表と議論 

7. データ収集方法の検討２／同上 

8. データ収集方法の検討３／同上 

9. 分析方法の検討１／各自の発表と議論 

10. 分析方法の検討２／同上 

11. 分析方法の検討３／同上 

12. 空間的表現と説明１／各自の発表と議論 

13. 空間的表現と説明２／同上 

14. 空間的表現と説明３／同上 

 

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

関連分野の専門雑誌の論文を積極的に読み，専門分野の知識と研究史を蓄積する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(30%)/発表レポート(40%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 321 - 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ112／現代文明学演習 ５ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代哲学・社会思想の重要文献を読む 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献講読を通じて、現代哲学・社会思想の文献読解・思想解釈の方法を身につける。 

 

Through reading basic texts of modern western philosophy and social thought, you will learn academic skill to read and interpret 

them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回講読箇所を決め、担当者が作成したレジュメを元に読解をすすめ、そのテーマについて議論をします。 

 

講読テクストは履修者の関心と担当者の専門を加味して決定します。なお、本授業の担当者の専門は、現代西洋哲学、社会思

想です。 

現在のところは以下を念頭においています。基本的に原著（英語）を用いますが、邦訳や他の言語での翻訳版も適宜参照しま

す。 

 

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Harvest Book, 1973. 

（ハンナ・アーレント『全体主義の起原』全 3 巻、みすず書房（新版）） 

 

Judith Butler, Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism, Columbia UP, 2013. 

（ジュディス・バトラー『分かれ道 ユダヤ性とシオニズム批判』青土社、2019） 

 

W will read the texts, based on the resume created by the person in charge and discuss the theme. 

 

The reading text will be determined in consideration of  the interests of the students and the specialty of the instructor, which 

is modern Western philosophy and social thought. 

At the moment, I have following texts in mind: (basically, the original text (English) will be used, but we will also refer to 

translations in other languages (including Japanese version). 

 

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Harvest Book, 1973. 

Judith Butler, Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism, Columbia UP, 2013. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献購読 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. まとめ 

 

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

毎回担当箇所を読んでくる。担当者はレジュメを作成する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に紹介します 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ118／文明工学特殊研究 １ 

(Research on Civilization Technology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化経済論 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ305 

 

授業の目標（Course Objectives） 

沖縄表象に関わる文芸作品や評論の精読を通じて、書き手のスタンスや時代背景を読み解く。あわせて論文執筆に必要な批判

力・描写力を身につける。 

 

In this course, students will read literary works and criticism related to the idea of Okinawa, gaining an understanding of the 

stance and historical background of each writer. At the same time, students will acquire the critical abilities and power of 

description necessary to write a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

非沖縄人による、沖縄を描いた文芸作品や評論の精読。受講者からの要望があれば、間に修士論文の中間報告と指導も入れ

る。とりあげるのは比較的古い作品とする。火野葦平、梶山季之、佐木隆三、竹中労、岡本太郎など。後半に一人一回、描かれ

た沖縄に関する報告を行う。（テーマは各自で設定）。詳しくは授業の初回に説明する。 

 

Students will read literary works and criticism written by non-Okinawans that depict Okinawa. If there is demand from the 

students, a master’s thesis interim report and guidance relating to it can be slotted in. We will be dealing with relatively older 

works. Specifically, Ashihei Hino, Toshiyuki Kajiyama, Ryuzo Saki, Ro Takenaka, Taro Okamoto, and so on. During the latter half 

of the course, each student will write a report relating to Okinawa as depicted in these works. The specific topic will be 

determined by each individual. Details will be explained at the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. テキスト精読 

3. テキスト精読 

4. テキスト精読 

5. テキスト精読 

6. テキスト精読 

7. テキスト精読 

8. テキスト精読 

9. テキスト精読 

10. テキスト精読 

11. テキスト精読 

12. 各自のテーマによる報告 

13. 各自のテーマによる報告 

14. 授業のまとめと討論 

 

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

指定テキストを熟読し、質問やコメントを考えてくる。指定された日程に報告すべく、各自でテーマを決めて調査や文献収集を行

い、報告の準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(50%)/授業参加度(50%) 

全出席が前提である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 火野葦平、1958、『火野葦平選集』、東京創元社 

2. 西村京太郎編、1986、『沖縄ミステリー傑作選』、河出文庫 

3. 梶山季之、1976、『那覇心中』、講談社 

4. 竹中労、2002、『琉球共和国』、ちくま文庫 
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5. 岡本太郎、2002、『沖縄文化論』、中公叢書 

テキストはコピーを配布する。文献の追加や入れ替えもある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 東峰夫、『オキナワの少年』 

2. 知念正真、『人類館』 

3. 久住ふさ子、『滅びゆく琉球女の手記』 

4. 目取真俊、2001、『沖縄/草の声・根の意志』、世織書房 

参考文献の№１から３は、岡本恵徳・他編著『沖縄文学選：日本文学のエッジからの問い』新装版、勉誠書房、2015 年所収。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストはコピーを配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ119／文明工学特殊研究 ２ 

(Research on Civilization Technology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
河原 啓子(KAWAHARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

考察力を向上させ、自己の見解を論理的に表現する力を養う。 

 

In this course, students sharpen their analytical skills, fostering the ability to express their views logically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西垣通『ビッグデータと人工知能 可能性と罠を見極める』を読みながら、現代社会を見つめてゆく。ビッグデータ時代の到来によ

って、社会はどのように変化するのか。人工知能（AI）、ディープラーニングの登場、そして進化した AIが 2045 年に人間の知性を

超えるシンギュラリティ予測、人間と AIはどこへ向かうのか。知識増幅と集合知を駆使することによる未来とは？テクスト講読を

踏まえて、自己の現代的視点を交えながら読解してゆく。考察の過程を受講生の間で共有し、ディスカッションする。受講生のリク

エストにも応じる。 

 

Students are insrtucted to read Toru Nishigaki’s “Big Data and Artificial Intelligence: Determining the Possibilities and Traps” 

while taking a hard look at modern society. With the advent of the age of big data, how will society change? With the appearance 

of artificial intelligence (AI) and deep learning, the singularity prediction says that AI will surpass humans in intelligence by 2045. 

Just what lies in store for humans and AI in the future? What will a future freely utilizing intelligence amplification and collective 

intelligence look like? In this course, students adopt their own modernistic viewpoints by reading various texts. Students share 

the investigation process, engaging in group discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読、プレゼンテーション(1) 

3. 文献講読、プレゼンテーション(2） 

4. 文献講読、プレゼンテーション(3) 

5. 文献講読、プレゼンテーション(4) 

6. 文献講読、プレゼンテーション(5) 

7. 文献講読、プレゼンテーション(6) 

8. 文献講読、プレゼンテーション(7) 

9. 文献講読、プレゼンテーション(8) 

10. 文献講読、プレゼンテーション(9) 

11. 文献講読、プレゼンテーション(10) 

12. 文献講読、プレゼンテーション(11) 

13. 文献講読、プレゼンテーション(12) 

14. 総括 

 

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

自己の研究の充実を目指し、さまざまな文献を読み、考察し、執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(40%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西垣通、2016、『ビッグデータと人工知能 可能性と罠を見極める』、中央公論新社 (ISBN:ISBN978-4-12-102384-1) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 327 - 

注意事項（Notice） 
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■JJ120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ120／文明工学特殊研究 ３ 

(Research on Civilization Technology 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文訓読論 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ304 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・漢文訓読法の文明史的意義について認識する。 

・漢文訓読法の概要を理解する。 

・漢文訓読法の知識を漢文資料の読解に適用する。 

 

The purposes of this course are to (1) recognize the significance of kanbun-kundoku-ho (methods of reading classical Chinese 

writings in ancient Japanese) in the history of civilizations; (2)understand the overview of kanbun-kundoku-ho; and (3) apply 

knowledge of kanbun-kundoku-ho to reading Chinese materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業時間を前半と後半に分けて実施する。 

前半では、漢文訓読法の文明史的意義について、教員の講義および参加者による参考文献輪読により理解を深める。 

後半では、授業期間の最初、漢文訓読法の基礎知識の習得に努め、残りの期間においては資料読解の実践的練習を行う。 

 

In meetings' first half, students deepen their understanding of the significance of the kanbun-kundoku-ho (methods of reading 

classical Chinese writings in ancient Japanese) in the history of civilization through lectures by the instructor and readings by 

the participants. 

In the latter half of meetings at the beginning of the semester, students strive to acquire basic knowledge of reading kanbun-

kundoku-ho and practice practical reading of materials in the remaining period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１）  

3. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（２）  

4. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（３）  

5. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（４）  

6. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（５）  

7. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（６）  

8. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（７）  

9. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（８）  

10. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（９）  

11. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（10）  

12. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（11）  

13. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（12）  

14. 総括 

 

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

報告については担当者による事前準備のほか、対象テキストを他の参加者も予習する。 

漢文訓読には語学学習としての側面があることから、予習と復習は必須。 

詳しくは授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・報告の担当(50%)/議論参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。必要と判断した場合には指定書籍の購入を指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 金文京、2010、『漢文と東アジア 訓読の文化圏』、岩波書店 (ISBN:9784004312628) 

2. 中村春作編、2014、『東アジア海域に漕ぎだす ５ 訓読から見なおす東アジア』、東京大学出版会 (ISBN:9784130251457) 

3. 宮本徹・松江崇、2019、『漢文の読み方 原典読解の基礎』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595319266) 

4. 前野直彬、2015、『漢文入門』、筑摩書房 (ISBN:9784480097095) 

5. 前野直彬、2018、『精講 漢文』、筑摩書房 (ISBN:9784480098689) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ122／文明工学特殊研究 ５ 

(Research on Civilization Technology 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SNSの時代の文化施設と公共性について考える 

担当者名 

（Instructor） 
岩渕 潤子(IWABUCHI JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中講義 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化施設の運営に資する情報デザイン、及び、地域型アートイベントについての動向を理解し、より効果的に発展させていくため

の提案を行う。昨今のソーシャル・メディアの利活用を前提とするハリウッド型のコンテンツ・マーケティングについて事例を研究

し、議論する。 

 

In this course, students will get an understanding of information design, which is instrumental in the operation of cultural 

facilities, as well as the trends of regional art events. We will also think of proposals to help them grow more effectively. In this 

course, we will research and discuss examples of Hollywood style content marketing, which predates the recent advent of social 

media use. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化施設を廻る環境は、いつの時代も、国力の盛衰と共にめまぐるしい変化にさらされてきた。現代の日本社会の中で可能な芸

術支援のあり方を検証する。また、文化施設といえども避けて通ることのできない情報化について、ウェブを活用した顧客情報分

析、ソーシャル・メディアの使い方など、文化施設の運営に資する情報デザインを検証する。新聞・雑誌の記事、ウェブなどの資料

を議論の素材として準備し、全員参加で討論を進めていく。経済効率の改善が文化施設の運営、芸術活動の発展とどう関係する

のかを中心に議論したい。非営利の芸術だけでなく、商業芸術のあり方についても議論する。 

授業は：８月３日（月）、４日（火）、６日（木）、７日（金)を予定しています。なお、詳細については登録前に必ず学部事務１課経由で

担当者に連絡をとるようお願いします。 

 

The environments surrounding cultural facilities, in all eras, undergo hectic changes with the rising and falling of national power. 

We will inspect the current state of feasible support of the arts within present day Japan. Furthermore, we will learn about 

computerization, which one cannot avoid when discussing cultural facilities. We will inspect patron information analysis using the 

web, the ways of using social media, as well as information design, which is instrumental in the operation of cultural facilities. We 

will prepare newspaper and magazine articles as well as web sources to be used as discussion topics, debating with every 

student participating. We intend to focus discussion on how better economic efficiency relates to the development of art 

activities and the operation of cultural facilities. We will discuss not only the state of non-profit arts, but that of commercial 

arts as well. 

Classes are planned for: 8/3 (Mon), 8/4 (Tues), 8/6 (Thurs), and 8/7 (Fri). Please note that one should make sure to contact 

the instructor via the staff of Section 1 at the department office for the details before registering for the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アートマネジメントとは何か？ 芸術と商業芸術のマネジメントの違いについて 

2. 非営利のためのアートマネジメント：美術館の場合 

3. 非営利のためのアートマネジメント：オペラ、オーケストラ、バレエについて。組織運営と施設運営の違い 

4. 非営利のためのアートマネジメント：観客を維持し、増やすための教育プログラムについて 

5. 非営利のためのアートマネジメント：予算の成り立ち・・・日米欧の違い 

6. 商業的なアートマネジメント；映画と商業演劇・・・日米欧の違い 

7. 商業的なアートマネジメント；世界各地の映画祭、演劇祭の意味すること 

8. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの I （人材育成） 

9. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの II （配給システム） 

10. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの III （マーケティングとマーチャンダイジング） 

11. 映画産業を支える周辺のシステム：フィルムコミッションの意味するところ 

12. エンタメ産業を支えるファン・ベースト・マーケティングとコンベンション 

13. アートマネジメントに資する情報デザイン：ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

14. アートマネジメントに資する情報デザイン：ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

 

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

必要に応じて授業内で関連 URLを予め告知、コピー資料を配布。都内美術館・博物館での展覧会見学なども行う予定。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終レポート以外の課題(30%)/出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩渕潤子、2014、『ヴァティカンの正体』、筑摩書房 

2. 岩渕潤子、2004、『美術館で愛を語る』、PHP新書 

＊夏期集中講義なので設置日程について注意して下さい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://agrospacia.com/ 

 

注意事項（Notice） 

授業実施日：８月３日（月）、４日（火）、６（木）、７日（金) 

教室：6210   
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■JJ124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ124／文明工学演習 １ 

(Seminar on Civilization Technology 1) 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原典を読みこなす読解力の養成。日本近代史の通史的理解。 

 

This course aims to provide reading comprehension training so students can fully understand the originals and better 

understand modern Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

名著とされる評論や学術論文の精読。これを通して論文の構想力を学ぶ。 

 

This course includes intensive reading of masterpieces of academic papers and critiques so that students can acquire many 

skills for writing academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 夏目漱石「現代日本の開化」他精読 

3. 福沢諭吉『文明論之概略』の部分精読 

4. 中江兆民『三酔人経綸問答』の部分精読 

5. 石川啄木「時代閉塞の現状」他精読 

6. 与謝野晶子の政治評論 精読 

7. 山川菊枝の政治評論 精読 

8. 柳田國男『明治大正史世相篇』の部分精読 

9. 前田愛『近代読者の成立』より２、３を精読 

10. 前田愛『近代読者の成立』より２、３を精読 

11. 橋川文三「昭和超国家主義の諸相」精読 

12. 石田雄『日本の社会科学』の部分精読 

13. 久野収・鶴見俊輔『現代日本の思想』部分精読 

14. 全体を振り返って討論 

 

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

全員が事前にテキストを熟読し、質問やコメントを考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/授業参加度(60%) 

全出席が前提である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三好行雄編、1986、『漱石文明論集』、岩波文庫 

2. 前田愛、2001、『近代読者の成立』、岩波現代文庫 

3. 鈴木裕子編、1990、『山川菊栄評論集』、岩波文庫 

4. 石川啄木、1978、『時代閉塞の現状 食うべき詩』、岩波文庫 

5. 鹿野政直他編、1985、『与謝野明子評論集』、岩波文庫 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ125／文明工学演習 ２ 

(Seminar on Civilization Technology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芥川賞作品を読む（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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に続き、芥川賞作品を継続して読む。今学期は七十年代にはいるため、大きな背景として、沖縄の本土復帰がある。社会

との動きのなかで文学作品を理解したい。 

 

This course aims for students to read works that have won the Akutagawa Prize. Continuing from the spring semester and by 

reading specific works, students read the history of the Akutagawa Prize given to new writers who represent Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

７０年代は大きな変容の時代で、そうした劇的な変化と、社会の動きを両面から捉えたい。 

 

This course aims to help students understand the great changes of the 1970s.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古山高麗雄『プレオー８の夜明け』 

2. 古井由吉『杳子』 

3. 李恢成『砧をうつ女』 

4. 東峰夫『オキナワの少年』 

5. 畑山博『いつか汽笛を鳴らして』 

6. 宮原昭夫『誰かが触った』 

7. 山本道子『ベティさんの庭』 

8. 郷静子『れくいえむ』 

9. 三木卓『鶸』 

10. 野呂邦暢『草のつるぎ』 

11. 森敦『月山』 

12. 日野啓三『あの夕陽』 

13. 坂田寛夫『土の器』 

14. 林京子『祭りの場』 

 

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

春学期にも書いたが、作品の周囲の状況にも目配りしつつ、文化史的な文献にも目を配りたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(20%)/プレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ126／文明工学演習 ３ 

(Seminar on Civilization Technology 3) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

understand them deeply. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

表的小説を鑑賞します。まず一人の登場人物が何世紀も生きて途中で性が転換する風変わりな小説 Orlando(1928)を読み、ウル

フがイギリスの歴史における女性の位置に関して、またジェンダーの流動性に関してどのような考えを持っていたかを現代のフェ

ミニズムやジェンダー論を踏まえながら考察します。次いで最後の作品 Between the Acts(1941)を読み、第二次世界大戦勃発後

の不安の中でウルフがイギリスの歴史をどう振り返り、また自分自身のそれまでの文学的課題をどのように総括しているかを検

証します。いずれの作品も 20 世紀イギリス文学を代表するウルフの名作ですので、哲学的深みがあり、読み応えがあります。関

連するウルフの評論も部分的に読む予定です。 

 

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

in recent years as a founder of feminist and gender theories. We will first read Orlando(1928), in which one character lives on 

for centuries and changes his gender. We will consider Woolf's ideas about the status of women in the history of England and 

the fluidity of gender. Next we will move on to Woolf's final novel Between the Acts(1941) and consider the way Woolf reflects 

on the history of England in the face of the Second World War and recapitulates her own literary concerns. Both novels are 

great creations by Woolf who is the leading figure of twentieth-century English literature, and they are deeply philosophical and 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Orlando 

3. Orlando 

4. Orlando 

5. Orlando 

6. Orlando 

7. Orlando 

8. Orlando 

9. Between the Acts 

10. Between the Acts 

11. Between the Acts 

12. Between the Acts 

13. Between the Acts 

14. Between the Acts 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Virginia Woolf. 2014. Orlando. Oxford Classics (ISBN:978-0199650736) 
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2. Virginia Woolf. 2008. Between the Acts. Oxford Classics (ISBN:978-0199536573) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ127／文明工学演習 ４ 

(Research on Civilization Technology 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コンラッドとナイポールの代表作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀前半のイギリス文学を代表する Joseph Conrad のもっとも有名な作品 Heart of Darkness(1899)を読み植民地主義につい

て考察する。さらにノーベル賞作家 V. S. Naipaul の初期の傑作 A Bend in the River(1979)を読み、コンラッドの問題関心が現代

にどう受け継がれているかを考察する。 

 

By Reading Joseph Conrad's famous masterpiece Heart of Darkness(1899), we will consider the problems of colonialism. We will 

also read the Nobel prize winner V. S. Naipaul's early masterpiece A Bend in the River(1979) to see how Conrad's concerns are 

inherited by a more contemporary author. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではポーランド出身ながら２０世紀初めのイギリス文学を代表する作家 Joseph Conradのもっとも有名な傑作 Heart of 
Darkness(1899)をまず熟読します。この作品は、アフリカの奥地に旅をした有能なヨーロッパ人の退行を描き、この時代の植民地

主義の実相とヨーロッパの不安を深く考察していて、その後の世界の文学に大きな影響を及ぼしました。ついでこのコンラッドの

関心事を受け継いだ作家の一人であるナイポールの初期の傑作 A Bend in the River(1979) を読み、現代作家がコンラッドを意

識しながらアフリカをどのように表象しているのかを考察します。関連する評論も折に触れ授業で扱う予定です。 

 

In this class we will carefully read Heart of Darkness(1899), the best known work of the leading figure of early twentieth-

century English literature Joseph Conrad. This novella depicts the degeneration of a competent European man who travels to 

the heart of the African continent. With its deep investigation into the reality of colonialism and the anxiety of the declining 

Europe, it exerted a very strong influence on later novelists of the world. One of his followers was the Nobel prize winner V. S. 

Naipaul whose early masterpiece A Bend in the River(1979) we will read next. Also set in Africa, this novel shows how Conrad's 

concerns were inherited by a contemporary author. Related critical essays on them and colonialism will also be introduced in 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Heart of Darkness 

3. Heart of Darkness 

4. Heart of Darkness 

5. Heart of Darkness 

6. Heart of Darkness 

7. Heart of Darkness 

8. A Bend in the River 
9. A Bend in the River 

10. A Bend in the River 
11. A Bend in the River 
12. A Bend in the River 
13. A Bend in the River 
14. A Bend in the River 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. Joseph Conrad. 2007. Heart of Darkness. Penguin (ISBN:978-0141441672) 

2. V. S. Naipaul. 1989. A Bend in the River. Vintage (ISBN:978-0679722021) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ128／文明工学演習 ５ 

(Seminar on Civilization Technology 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芥川賞作品を読む 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

昨年度に引き続き、芥川賞作品を通史的に読むこと、そのことを通じて、日本社会と文学の関りについて基礎的な知見を手に入

れること 

 

In this course, continuing from the previous year, students read works that won the Akutagawa Prize.  

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期は、１９６０年代の半ばから、河野多恵子、田辺聖子を経由して、７０年代の前半までの作家たちについて。 

 

In this course, students read works of Taeko Kohno, Seiko Tanabe, Sho Shibata, Kenji Maruyama, etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 河野多恵子『蟹』 

2. 田辺聖子『感傷旅行』 

3. 柴田翔『されどわれらが日々』 

4. 津村節子『玩具』 

5. 高井有一『北の河』 

6. 丸山健二『夏の流れ』 

7. 大城立裕『カクテル・パーティ』 

8. 柏原兵三『徳山道助の帰郷』 

9. 丸谷才一『年の残り』 

10. 大庭みな子『三匹の蟹』 

11. 庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』 

12. 田久保英夫『深い河』 

13. 清岡卓行『アカシヤの大連』 

14. 吉田知子『無明長夜』 

 

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

授業のさいに、文化史的な配慮についても指示するので、様々なバックボーンについても調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(20%)/プレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ132／言語多文化学特殊研究 １ 

(Research on Language and Multiculturalism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語詩論 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ307 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語による詩をめぐって、言語表現についての理解を深め、各自の課題を探求する。詩と散文、韻文と散文の関係などを考

え、日本語表現の可能性を考える。 

 

Through reading Japanese poetry,students will cultivate their thoughts about linguistic expressions and research on their 

subjects.Students will think about the relationship between poetry and prose,verse and prose,for example, and think the 

possibility of Japanese expressions, 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に詩に関する講義と、履修者による発表および討議を中心とする。詩作品と詩論を読む。 

 

Lectures on poetry and presentations by students and discussions, mainly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 近代以降の日本語詩(明治期から大正期)についての概論１＝講義。(資料は配布する。) 

3. 近代以降の日本語詩(大正期から戦時中)についての概論２＝講義。(資料は配布する。) 

4. 近代以降の日本語詩(戦後から現在)についての概論３＝講義。(資料は配布する。) 

5. 履修者による発表と討議１。 

6. 履修者による発表と討議２。 

7. 履修者による発表と討議３。 

8. 履修者による発表と討議４。 

9. 履修者による発表と討議５。 

10. 履修者による発表と討議６。 

11. 履修者による発表と討議７。 

12. これまでの内容をふまえての講義１。 

13. これまでの内容をふまえての講義２。 

14. まとめ。【レポート提出。】 

 

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

各自の関心に基づく内容で発表をおこなうため、授業時間外に内容とレジュメ等の準備をする必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/課題の発表等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 荒川洋治、2012、『詩とことば』、岩波書店 

必要に応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ133／言語多文化学特殊研究 ２ 

(Research on Language and Multiculturalism 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
２０世紀批評と思想 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ309 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀思想の中から、特に学生の関心の高い三人の批評家・思想家を選び、具体的なテキストの検討を行う。 

 

The purpose of this course is to read texts by Henri Bergson, Bernard Stiegler, and Eve Kosofsky Sedgwick.  

 

授業の内容（Course Contents） 

アンリ・ベルクソン『創造的進化』、ベルナール・スティグレール『技術と時間』、イヴ・コゾウィスキー・セジウィック『男同士の絆』の

三冊をテキストとして考えている。網羅できないので、必要と思われる箇所を精読する。 

 

Readings in this course include: Sedgwick, "Between Men: English literature and Male Homosocial Desire" 

Bergson, "L'Evolution creatrice" 

Steigler, "La Technique et le temps"  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ベルナール・スティグレールについて概説する 

2. スティグレール『技術と時間』（１） 

3. スティグレール『技術と時間』（２） 

4. スティグレール『技術と時間』（３） 

5. スティグレール『技術と時間』（４） 

6. アンリ・ベルクソン『創造的進化』について概説する 

7. ベルクソン『創造的進化』（１） 

8. ベルクソン『創造的進化』（２） 

9. ベルクソン『創造的進化』（３） 

10. ベルクソン『創造的進化』（４） 

11. イヴ・コゾウスキー・セジウィックについて概説 

12. セジウィック『男同士の絆』（１） 

13. セジウィック『男同士の絆』（２） 

14. セジウィック『男同士の絆』（３） 

 

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

抜粋しか読むことはできないため、履修者は、他の箇所にも必ず目を通すこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席点および授業参加度(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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■JJ134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ134／言語多文化学特殊研究 ３ 

(Research on language and Multiculturalism 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『オリエンタリズム』を精読する。 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エドワード・W・サイード『オリエンタリズム』を精読する。 

 

The purpose of this course is to read the literary-theoretical works of Edward W. Said, Orientalism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習ではサイードの『オリエンタリズム』の精読を中心に、随時関連する批評家を参照する。参加者による報告と議論を軸に進

めていく。 

 

In this course, students read Said's "Orientalism" and other related critics. Student requirements include required weekly 

reading, a presentation, and active participation in discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体説明 

2. オリエンタリズム読解＋報告１ 

3. オリエンタリズム読解＋報告２ 

4. オリエンタリズム読解＋報告３ 

5. オリエンタリズム読解＋報告４ 

6. オリエンタリズム読解＋報告５ 

7. オリエンタリズム読解＋報告６ 

8. オリエンタリズム読解＋報告７ 

9. オリエンタリズム読解＋報告８ 

10. オリエンタリズム読解＋報告９ 

11. オリエンタリズム読解＋報告 10 

12. オリエンタリズム読解＋報告 11 

13. オリエンタリズム読解＋報告 12 

14. 全体の総括 

 

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

参加者は必ず事前にテキストを読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の演習参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エドワード・W・サイード、1993、『オリエンタリズム 上』、平凡社ライブラリー (ISBN:978-4582760118) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ136／言語多文化学特殊研究 ５ 

(Research on Language and Multiculturalism 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
１９５０年代の批評について 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１９５０年代の日本の批評の状況について理解することを目標にする。小説の側からいえば、第三の新人が現われて、大江や石

原が鮮烈なデビューを飾った時代、日本の批評はどのような状況だったのか、理解したい。 

 

Each class, we will deal with critical prose or critical texts that represent modern or present day Japan and 1950's.  

 

授業の内容（Course Contents） 

佐藤泉『一九五〇年代、批評の政治学』をテキストにして、中で言及されている三人の批評家、竹内好、花田清輝、そして谷川雁

について徹底して議論したい。 

 

we wil read text of Izumi Satoh, 1950's La politique des critiques. Yoshimi Takeuchi, Kiyoteru Hanada and Gan Tanigawa.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 一九五〇年代とはどのような時代だったのか（概説） 

2. 竹内好（１） 

3. 竹内好（２） 

4. 竹内好（３） 

5. 竹内好（４） 

6. 花田清輝（１） 

7. 花田清輝（２） 

8. 花田清輝（３） 

9. 花田清輝（４） 

10. 谷川雁（１） 

11. 谷川雁（２） 

12. 谷川雁（３） 

13. 谷川雁（４） 

14. 近代の超克について 

 

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

予習は発表者以外特に必要ではないが、授業についていくために、講義で扱う作家の他の作品まで読み込んでおきたい（事後

的で構わない） 

 

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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■JJ139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ139／言語多文化学演習 １ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争と文学 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の文学は「戦争」をどのように描いてきたのか、通史的に理解すること 

 

In this course. we will read texts of collections 'War and Literature' (edtions Shueisha).  

 

授業の内容（Course Contents） 

数年前に完結した集英社版の『戦争×文学』のコレクションに別巻としてついていた『《戦争と文学》案Ｉ』をテキストにして、９人の

執筆者の書いた戦争小説の概説文を読んで、歴史＝物語を自分の頭の中に作り上げること 

 

We will read critical prose and critical texts about Wars : Wordl War 2, Sino-Japanese War, Russo-Japanese War etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 紅野謙介「近代日本の《戦争と文学》」 

2. 宗像和重「日清・日露戦争の時代」 

3. 中山弘明「第一次世界大戦の時代  最初の世界戦と植民地支配」 

4. 中谷いずみ「日中戦争の時代 アジア進出と「民衆」の登場」 

5. 紅野謙介「太平洋戦争の時代  戦中から占領期への連続と非連続」 

6. 坪井秀人「朝鮮戦争・ベトナム戦争の時代 冷戦と経済成長の中で」 

7. 陣野俊史「冷戦の終結と新たな戦争の時代  多様化する戦争文学の流れ」 

8. 杉江松恋「エンターテインメント小説と戦争 社会を映し、現実を抉り出す想像力」 

9. 大森望「日本ＳＦが描く戦争 黎明期からＳＦが見てきた科学技術と戦争の関り」 

10. 長篇小説の紹介 

11. 長篇小説の紹介（２） 

12. 戦争と文学年表（１） 

13. 戦争と文学年表（２） 

14. 平成版戦争と文学年表 

 

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

上に示した論文そのものは作品ではないので、言及されている作品をできるだけ、復習として読んで欲しい。 

 

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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■JJ140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ140／言語多文化学演習 ２ 

(Seminar on language and Multiculturalism 2) 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語による詩をめぐって、言語表現についての理解と言語観を深め、各自の課題を探求する。詩と散文、韻文と散文の関係な

どを考え、日本語表現の可能性を考える。 

 

Through reading Japanese poetry, students will cultivate their thoughts about linguistic expressions and research on their 

subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に履修者による発表および討議を中心とする。詩作品と詩論を読む。 

 

Presentations by students and discussions, mainly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 近代以降の日本語詩および詩論についての概論１＝講義。(資料は配布する。) 

3. 近代以降の日本語詩および詩論についての概論２＝講義。(資料は配布する。) 

4. 近代以降の日本語詩および詩論についての概論３＝講義。(資料は配布する。) 

5. 履修者による発表と討議１。 

6. 履修者による発表と討議２。 

7. 履修者による発表と討議３。 

8. 履修者による発表と討議４。 

9. 履修者による発表と討議５。 

10. 履修者による発表と討議６。 

11. 履修者による発表と討議７。 

12. 履修者による発表と討議８。 

13. 履修者による発表と討議９。 

14. まとめ。【レポート提出。】 

 

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

各自の関心に基づく内容で発表をおこなうため、授業時間外に内容とレジュメ等の準備をする必要がある。授業前や授業後に、

資料や書籍に目を通す必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/課題の発表等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 荒川洋治、2012、『詩とことば』、岩波書店 

資料は必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ141／言語多文化学演習 ３ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mark Twain 研究 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカ小説の形成に多大に寄与した Mark Twain の小説と重要の研究成果を講読し、アメリカ小説における人種という重要テ

ーマへのアプローチ法を考察する。 

 

This seminar will closely read and analyze novels and proses of Mark Twain, one of the most significant authors who 

constructed the basis of American fictions. Students are particularly required to contemplate on approaches to issues of race 

in American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 Mark Twain は、アメリカ文学におけるリアリズムのひとつの伝統を作った作家であり、その代表作、『ハックルベリー・フィンの冒

険』（1884 年）は、のちにヘミングウェイが“All modern American literature comes from Huckleberry Finn”と呼んだように、アメリカ

小説の多角的な要素を含んでいる。本講では『ハックルベリー・フィン』と並んで黒人問題を扱った重要作、 Pudd'nhead Wilson を
精読し、作家における黒人問題を考察する。 

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

 

Mark Twain is the author who opened up a significant strain of American literary realism. His masterpiece, Adventures of 
Huckleberry Finn (1884), is later mentioned by Ernest Hemingway that “All modern American literature comes from Huckleberry 

Finn.” This course focuses on Pudd'nhead Wilson (1884), a work parallel to Huckleberry Finn in representing racial issues 

originated by the slavery. Students are required to examine the author's racial sensibility and cultural criticism, in addition to 

appreciate the mastery of his novelistic narrative and composition. They are also encouraged to write a high-quality research 

paper on the texts the course assigns and submit it to an appropriate journal. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2.  Pudd'nhead Wilson (1) 

3.  Pudd'nhead Wilson (2) 

4.  Pudd'nhead Wilson (3) 

5.  Pudd'nhead Wilson (4) 

6.  Pudd'nhead Wilson (5) 

7.  Pudd'nhead Wilson (6) 

8.  Pudd'nhead Wilson (7) 

9.  Pudd'nhead Wilson (8) 

10. 批評研究（1） 

11. 批評研究（2） 

12. 批評研究（3） 

13. 批評研究（4） 

14. まとめ 

 

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

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

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

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

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

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 また、授業外で必ず『ハックルベリー・フィンの冒険』をあわせて読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

1. Twain, Mark. 2004. Pudd'nhead Wilson. Norton (ISBN:978-0393925357) 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ142／言語多文化学演習 ４ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フロイト『人はなぜ戦争をするのか』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 19th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フロイトの戦争論・文明論『人はなぜ戦争をするのか（Warum Krieg?）』（1932 年）を講読し、ドイツ語の読解力の養成とともに、フロ

イトの思想の一端を理解することを目指す。 

意欲のある学部生の履修も歓迎する。 

 

Students will read Freud's theory of war and civilization"Warum Krieg? (1932). This class aims to understand one part of Freud's 

thoughts, along with training German reading skills. 

Participation of undergraduate students is also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論（1） 

3. テクスト読解と議論（2） 

4. テクスト読解と議論（3） 

5. テクスト読解と議論（4） 

6. テクスト読解と議論（5） 

7. テクスト読解と議論（6） 

8. テクスト読解と議論（7） 

9. テクスト読解と議論（8） 

10. テクスト読解と議論（9） 

11. テクスト読解と議論（10） 

12. テクスト読解と議論（11） 

13. テクスト読解と議論（12） 

14. テクスト読解と議論（13） 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フロイト（中山元訳）、2008 年、『人はなぜ戦争をするのかーエロスとタナトス』、光文社古典新訳文庫 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PB101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 353 - 

■PB105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB301／英文学特論 １Ａ 

(Special Topics in English Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Lyrical Ballads  (1800) 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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス・ロマン主義文学の曙を告げたと言われる詩集 Lyrical Ballads 初版が 1798 年に著者 Wordsworth と Coleridge の名を伏

せて匿名で出版されてから 2 年後の 1800 年、改訂増補され Wordsworth の名のみを冠して 2 巻本で出版されて今年で 220 周

年を迎える。このうち、初版の後に書かれた Wordsworth の詩だけを集めた第 2 巻の詩を順番に読んで、共著書だった初版と

Wordsworth の単著部分の違いに注目しつつ、受け入れられるのに多年を要したその形式と内容の斬新さを味わう。併せて、そ

の後の作品改訂の過程なども視野に入れてロマン主義文学批評の歴史も遠望する。前期課程よりも高度な知識、技術を身につ

けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1800 年に出版された Lyrical Ballads の 2 巻本増補改訂版のうち、Wordsworth が書いた詩だけを集めた第 2 巻を、その時出版さ

れたテクストのまま、ほぼその詩集における順番で読んで、当時この詩集が総体として投げかけた波紋の大きさを推し量る。毎回

100 行前後の詩行を精読し、春学期中にこの詩集の前半を読み終えたい。同時に、最初は無視され、受入れられるのに 30 年を

要したと言われるこの詩集の、受容の歴史についても考えていく。現時点で考えている授業計画は以下の通りだが、受講者の希

望によって多少の修正を施す可能性はある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and ‘There was a boy’ 

2. ‘Love’ 

3. ‘Hart-Leap Well’ 1 

4. ‘Hart-Leap Well’ 2 

5. ‘The Brothers’ 1 

6. ‘The Brothers’ 2 

7. ‘The Brothers’ 3 

8. ‘Ellen Irwin’ and ‘'Tis said, that some have died for love’ 

9. ‘Strange fits of passion’, ‘She dwelt among th'untrodden ways’, ‘A slumber did my spirit seal’ and ‘The Waterｆall and 

the Eglantine’ 

10. ‘The Oak and the Broom’ 

11. ‘Lucy Gray’, ‘Poor Susan’ and ‘To a Sexton’ 

12. ‘The Idle Shepherd-Boys’ 

13. ‘Inscription for the Spot’, ‘Inscription for the House’ and ‘The Two Thieves’ 

14. ‘Andrew Jones’, ‘A whirl-blast from behind the hill’,‘Song’ and Review 

 

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

初回に扱う‘There was a boy’を精読しておく。毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は紹介された参考文献を読んで詩

についての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

Lyrical Ballads (1800)第 2 巻のウェブ・テクストと R. L. Brett & A. R. Jones によるテクスト（1963）のプリントアウトを配布。 

 

参考文献（Readings） 

詩を読む際には、Michael Mason, Fiona Stafford、上島建吉などの詳註付詩集が助けになる。この記念碑的な詩集の註釈、翻

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PB302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB302／英文学特論 １Ｂ 

(Special Topics in English Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Lyrical Ballads  (1800) 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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス・ロマン主義文学の曙を告げたと言われる詩集 Lyrical Ballads 初版が 1798 年に著者 Wordsworth と Coleridge の名を伏

せて匿名で出版されてから 2 年後の 1800 年、改訂増補され Wordsworth の名のみを冠して 2 巻本で出版されて今年で 220 周

年を迎える。このうち、初版の後に書かれた Wordsworth の詩だけを集めた第 2 巻の詩を順番に読んで、共著書だった初版と

Wordsworth の単著部分の違いに注目しつつ、受け入れられるのに多年を要したその形式と内容の斬新さを味わう。併せて、そ

の後の作品改訂の過程なども視野に入れてロマン主義文学批評の歴史も遠望する。前期課程よりも高度な知識、技術を身につ

けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1800 年に出版された Lyrical Ballads の 2 巻本増補改訂版のうち、Wordsworth が書いた詩だけを集めた第 2 巻を、その時出版さ

れたテクストのまま、ほぼその詩集における順番で読んで、当時この詩集が総体として投げかけた波紋の大きさを推し量る。毎回

100 行前後の詩行を精読し、秋学期中にこの詩集の後半を読み終えたい。同時に、最初は無視され、受入れられるのに 30 年を

要したと言われるこの詩集の、受容の歴史についても考えていく。現時点で考えている授業計画は以下の通りだが、受講者の希

望によって多少の修正を施す可能性はある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and ‘Ruth’ 1 

2. ‘Ruth’ 2 and ‘In the School of ――’ 

3. ‘The Two April Mornings’ and ‘The Fountain’  

4. ‘Nutting’ and ‘Three years she grew’ 

5. ‘The Pet-Lamb’, ‘Written in Germany’ and ‘The Childless Father’ 

6. ‘The Old Cumberland Beggar’ 1 

7. ‘The Old Cumberland Beggar’ 2, ‘Rural Architecture’ and ‘A Character’ 

8. ‘A Poet's Epitaph’ and ‘A Fragment’ 

9. ‘Poems on the Naming of Places’1 

10. ‘Poems on the Naming of Places’2 

11. ‘Michael’ 1 

12. ‘Michael’ 2 

13. ‘Michael’ 3 

14. ‘Michael’ 4 and Review 

 

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

初回に扱う‘Ruth’を精読しておく。毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は紹介された参考文献を読んで詩についての理

解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

Lyrical Ballads (1800)第 2 巻のウェブ・テクストと R. L. Brett & A. R. Jones によるテクスト（1963）のプリントアウトを配布。 

 

参考文献（Readings） 

詩を読む際には、Michael Mason, Fiona Stafford、上島建吉などの詳註付詩集が助けになる。この記念碑的な詩集の註釈、翻

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PB303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB303／英文学特論 ２Ａ 

(Special Topics in English Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『じゃじゃ馬馴らし』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアの喜劇『じゃじゃ馬馴らし』を精読し、初期近代英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサン

ス期のイングランド演劇について該博な知識を身につけ、また作品が提起するジェンダーの問題や世界劇場のテーマなど、多様

な側面について議論する力を涵養する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる喜劇『じゃじゃ馬馴らし』を、演習形式で精読する。毎週 1〜2 名の受講者が交替で、指定の幕場について行

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞とディベート（1） 

13. DVD 鑑賞とディベート（2） 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare, Barbara Hodgdon (ed.). 2010. The Taming of the Shrew. The Arden Shakespeare: Third Series 

(ISBN:9781903436936) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB304／英文学特論 ２Ｂ 

(Special Topics in English Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『オセロー』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアの悲劇『オセロー』を精読し、初期近代英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサンス期のイ

ングランド演劇について該博な知識を身につけ、また作品が提起するジェンダーや人種の問題など、多様な側面について議論す

る力を涵養する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で扱った『じゃじゃ馬馴らし』に引き続き、シェイクスピアによる〈夫婦〉を中心的に扱った戯曲『オセロー』を、演習形式で精

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞およびディベート（1） 

13. DVD 鑑賞およびディベート（2） 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare, Norman Sanders (ed.). 2018. Othello. Cambridge UP (ISBN:978-1107569713) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期からの連続履修が望ましいが、この授業のみの履修も可能。 

 

注意事項（Notice） 
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■PB305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB305／英文学特論 ３Ａ 

(Special Topics in English Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1900-1910 年代：移行期のイギリス小説 (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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヴィクトリア朝末期から 20 世紀前半のイギリスを代表する小説家のひとり、H. G. Wells (1866-1946) の社会小説の代表作 Tono-
Bungay (1909) を読み、その文学への理解を深めるとともに、社会的な束縛とそれからの脱出というテーマを取り巻く諸問題を考

察する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Tono-Bungay のテクストの精読によって語りの技法を分析すると同時に、そこに表れるテーマと作者ウェルズの意図の表れ (あ

るいは、彼の意図を裏切るものの出現) を分析してゆく。まずは、ウェルズによるストーリーテリングの妙を楽しむところから入っ

てよいのだが、それにとどまらず、ウェルズがステーリーテリングにいかなる仕掛けをほどこしているか、それらの仕掛けが社会

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

 

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

な発言を期待したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Tono-Bungay 講読第 1 回 

3. Tono-Bungay 講読第 2 回 

4. Tono-Bungay 講読第 3 回 

5. Tono-Bungay 講読第 4 回 

6. Tono-Bungay 講読第 5 回 

7. Tono-Bungay 講読第 6 回 

8. Tono-Bungay 講読第 7 回 

9. Tono-Bungay 講読第 8 回 

10. Tono-Bungay 講読第 9 回 

11. Tono-Bungay 講読第 10 回 

12. Tono-Bungay 講読第 11 回 

13. Tono-Bungay 講読第 12 回 

14. まとめ 

 

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

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

合は、それもしっかり読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. H. G. Wells. 2005. Tono-Bungay. Penguin Classics (ISBN:978-0141441115) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PB306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB306／英文学特論 ３Ｂ 

(Special Topics in English Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1900-1910 年代：移行期のイギリス小説 (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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀前半のイギリスを代表する小説家のひとり、D. H. Lawrence (1885-1930) の代表作のひとつ The Rainbow (1915) を読

み、その文学への理解を深めるとともに、社会的な束縛とそれからの脱出というテーマを取り巻く諸問題、特にジェンダーとセクシ

ュアリティの問題を考察する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

THe Rainbow のテクストの精読によって語りの技法を分析すると同時に、そこに表れるテーマと作者ロレンスの意図の表れ (あ

るいは、彼の意図を裏切るものの出現) を分析してゆく。まずは、ロレンスの語りにこもるエネルギーに驚くところから入ってよい

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

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

 

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

な発言を期待したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. THe Rainbow 講読第 1 回 

3. THe Rainbow 講読第 2 回 

4. THe Rainbow 講読第 3 回 

5. THe Rainbow 講読第 4 回 

6. THe Rainbow 講読第 5 回 

7. THe Rainbow 講読第 6 回 

8. THe Rainbow 講読第 7 回 

9. THe Rainbow 講読第 8 回 

10. THe Rainbow 講読第 9 回 

11. THe Rainbow 講読第 10 回 

12. THe Rainbow 講読第 11 回 

13. THe Rainbow 講読第 12 回 

14. まとめ 

 

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

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

合は、それもしっかり読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. D. H. Lawrence. 2007. THe Rainbow. Penguin Classics (ISBN:978-0141441382) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PB325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB325／米文学特論 ３Ａ 

(Special Topics in American Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Irony (1): Wayne Booth, A Rhetoric of Irony (1974) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the different types and modes 

of irony, (2) to compare and contrast forms of ironic discourse, and (3) to guide the student through the basics of writing a 

coherent critical analysis. 

 

Students are also expected implement a research design in order collect and analyze data regarding learner identity for 

presentation or publication.  

 

授業の内容（Course Contents） 

According to the American literary theorist Wayne Booth, “Every good reader must be, among other things, sensitive in 

detecting and reconstructing ironic meanings.” And with this statement as the starting point of an approach to Booth’s in-depth 

analysis of literary irony in A Rhetoric of Irony, this course will focus upon the many methods and modes of irony as they are 

described in Booth’s seminal text on the subject. The intention of this course is to explore the forms and structures of irony 

and apply the approach taken by Booth to a critical analysis of a literary text. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

2. Week 2: The Ways of Stable Irony  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 1-14 

3. Week 3: Ironic Reading as Knowledge 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 14-32 

4. Week 4: Reconstructions and Judgments  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 33-46 

5. Week 5: Is It Ironic? 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 47-75 

6. Week 6: Toward Genre: Clues in Context 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 76-90 

7. Week 7: Essays, Satire, Parody 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 91-136 

8. Week 8: Ironic Portraits  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 137-174 

9. Week 9: The Ironist's Voice  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 175-192 

10. Week 10: Taste in Irony  

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 193-221 

11. Week 11: Five Crippling Handicaps 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 222-231 

12. Week 12: Reconstructing 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 233-252 

13. Week 2: Infinite Instabilities 

Reading: A Rhetoric of Irony, pp. 253-267 

14. Week 14: Final Quiz and Feed-Back Session 

 

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

Students will have reading assignments every week and will engage in research for the final report. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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Discussion, weekly assignments, and participation(30%)/最終テスト(Final Quiz)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

A greater expectation of task fulfillment beyond the Master's level across  all assigned work is expected. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wayne Booth. 1975. A Rhetoric of Irony. University of Chicago (ISBN:978-0226065533) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■PB326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB326／米文学特論 ３Ｂ 

(Special Topics in American Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Irony (2): Linda Hutcheon, Irony's Edge (1994) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the different types and modes 

of irony, (2) to compare and contrast forms of ironic discourse, and (3) to guide the student through the basics of writing a 

coherent critical analysis. 

 

Students are also expected implement a research design in order collect and analyze data regarding learner identity for 

presentation or publication.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In the words of the American critic and novelist Kenneth Burke, “We cannot use language maturely until we are spontaneously 

at home in irony.” This is certainly a sentiment that Linda Hutcheon shares in her approach to the subject. In fact, much of 

Hutcheon’s scholarship in the 1980s and 1990s orbits the topic of irony in some way, shape, or form. However, as an intellectual 

reply to the many theories of irony in vogue at the end of the 20th century, Hutcheon’s analysis of irony in Irony’s Edge: The 
Theory and Politics of Irony is as much a warning as it is a practical guide. In this course, we will continue to discuss the 

structure of irony and attempt to locate its current place in 21st century discourse. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

2. Week 2: The "Scene" of Irony 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 1-8 

3. Week 3: The "Transideological" Politics of Irony 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 9-34 

4. Week 4: Emotions and Ethics 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 35-54 

5. Week 5: The Semantics of Irony 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 55-63 

6. Week 6: Henry V (Case Study-1) 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 64-84 

7. Week 7: How Irony "Happens" 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 85-96 

8. Week 8: Provocation and Controversy  

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 97-110 

9. Week 9: Intention and Interpretation  

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 111-117 

10. Week 10: Eco and Wagner (Case Study-2) 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 118-134 

11. Week 11: Irony in Context 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 135-151 

12. Week 12: Irony in Performance 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 152-168 

13. Week 12: Appropriateness 

Reading: Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, pp. 169-196 

14. Final Presentations and Evaluations 

 

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 presentation. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 



 - 390 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Discussion, weekly assignments, and participation(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表 (Final Presentation)(30%) 

A greater expectation of task fulfillment beyond the Master's level across  all assigned work is expected. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Linda Hutcheon. 1994. Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony. Routledge (ISBN:978-0415054539) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■PB329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB329／米文学特論 ５Ａ 

(Special Topics in American Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Nathaniel Hawthorne 研究 (1) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学作品の徹底的な精読を行いつつ、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストの理解を深める。最終的には、代

表的な批評も踏まえた上で、学会誌への投稿を前提とした高いレベルの学期末レポートを執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables (1851)を読解する。人種問題、歴史意識、ジェンダーなど、多面的なアプロ

ーチが可能なテクストであるので、受講生各自の問題意識に沿って独自の読解を目指してほしい。また、作品だけではなく代表

的な批評の読解も行い、論文とは何か、論文とはどうあるべきかなどのプラクティカルな問題についても討議する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解 (1): pp. 3-23 

3. 作品読解 (2): pp. 23-42 

4. 作品読解 (3): pp. 42-63 

5. 作品読解 (4): pp. 63-83 

6. 作品読解 (5): pp. 83-103 

7. 作品読解 (6): pp. 104-23 

8. 作品読解 (7): pp. 123-50 

9. 作品読解 (8): pp. 150-78 

10. 作品読解 (9): pp. 178-200 

11. 作品読解 (9): pp. 200-25 

12. 批評読解 (1): Michael T. Gilmore  

13. 批評読解 (2): Gillian Brown 

14. 批評読解 (3): Christopher Castiglia 

 

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

英語による査読誌論文、願書等執筆に備えるため、学期を通じて英作文のトレーニングを行う。 

 

具体的には、毎週 400words ほどの英語によるレスポンス・ペーパーの提出を義務づけ、毎回添削の上で返却する。また、学期

末レポートも英語（4000words）で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において、前期博士課程と比べて高度な水準を要求する。特に学期末レポートに関しては、学会誌へ投稿するこ

とを前提にして作成してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 2005. The House of the Seven Gables. Norton (ISBN:978-0393924763) 

 

参考文献（Readings） 

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

0521002042) 

2. Monika M. Elbert. 2018. Nathaniel Hawthorne in Context. Oxford University Press (ISBN:978-1107109339) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB330／米文学特論 ５Ｂ 

(Special Topics in American Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Nathaniel Hawthorne 研究 (2) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学作品の徹底的な精読を行いつつ、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストの理解を深める。最終的には、代

表的な批評も踏まえた上で、学会誌への投稿を前提とした高いレベルの学期末レポートを執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Nathaniel Hawthorne の主要短編を精読する。作品だけではなく批評の読解も行い、論文とは何か、論文とはどうあるべきかなど

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

を読む、というサイクルを繰り返してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解："My Kinsman, Major Molineux" 

3. 批評読解 

4. 作品読解："Young Goodman Brown" 

5. 批評読解 

6. 作品読解："The May-Pole of Merry Mount" 

7. 批評読解 

8. 作品読解："The Birthmark" 

9. 批評読解 

10. 作品読解："Rappaccini's Daughter" (1) 

11. 作品読解："Rappaccini's Daughter" (2) 

12. 批評読解 

13. 作品読解："Ethan Brand" 

14. 批評読解  

 

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

英語による査読誌論文、願書等執筆に備えるため、学期を通じて英作文のトレーニングを行う。 

 

具体的には、毎週 400words ほどの英語によるレスポンス・ペーパーの提出を義務づけ、毎回添削の上で返却する。また、学期

末レポートも英語（4000words）で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において、前期博士課程と比べて高度な水準を要求する。特に学期末レポートに関しては、学会誌へ投稿するこ

とを前提にして作成してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 2008. Young Goodman Brown and Other Tales. Oxford University Press (ISBN:978-0199555154) 

批評についてはプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

0521002042) 

2. Monika M. Elbert. 2018. Nathaniel Hawthorne in Context. Oxford University Press (ISBN:978-1107109339) 

3. Millicent Bell. 1993. New Essays on Hawthorne's Major Tales. Cambridge University Press (ISBN:978-0521428682) 

 

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

 

 

  



 - 394 - 

■PB333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB333／米文学特論 ７Ａ 

(Special Topics in American Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mark Twain 研究 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカ小説の形成に多大に寄与した Mark Twain の小説と重要の研究成果を講読し、アメリカ小説における人種という重要テ

ーマへのアプローチ法を考察する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 Mark Twain は、アメリカ文学におけるリアリズムのひとつの伝統を作った作家であり、その代表作、『ハックルベリー・フィンの冒

険』（1885 年）は、のちにヘミングウェイが“All modern American literature comes from Huckleberry Finn”と呼んだように、アメリカ

小説の多角的な要素を含んでいる。本講では『ハックルベリー・フィン』と並んで黒人問題を扱った重要作、 Pudd'nhead Wilson を
精読し、作家における黒人問題を考察する。 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2.  Pudd'nhead Wilson (1) 

3.  Pudd'nhead Wilson (2) 

4.  Pudd'nhead Wilson (3) 

5.  Pudd'nhead Wilson (4) 

6.  Pudd'nhead Wilson (5) 

7.  Pudd'nhead Wilson (6) 

8.  Pudd'nhead Wilson (7) 

9.  Pudd'nhead Wilson (8) 

10. 批評研究（1） 

11. 批評研究（2） 

12. 批評研究（3） 

13. 批評研究（4） 

14. まとめ 

 

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

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

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

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

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

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 また、授業外で必ず『ハックルベリー・フィンの冒険』をあわせて読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Twain, Mark. 2004. Pudd'nhead Wilson. Norton (ISBN:978-0393925357) 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PB336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB336／米文学特論 ８Ｂ 

(Special Topics in American Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Sherwood Anderson 研究 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

諸相を探り，日英両言語による自己表現能力を養う。なお、授業レポートは、将来的な学会誌への投稿を前提にした水準を目指

すものとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 いささか不幸にも、中西部のスモールタウンの暮らしを描いた名作『ワインズバーグ、オハイオ』は、これまでシャーウッド・アンダ

ーソンの代名詞となってきた。しかしながら、人種とセクシュアリティに関し、『暗い笑い』（1925 年）ほどラディカルかつ赤裸々なア

ンダーソン作品はおそらく存在しない。この小説のプロットは、（バイセクシュアルと思しき）女性と不倫関係を結ぶ主人公を主軸に

展開するが、この不倫は二人の黒人女によって観察されており、彼女らの「暗い笑い」が白人の官能性に人種的な位相を付与す

ることとなる。『ワインズバーグ、オハイオ』がグロテスクで息苦しいニュアンスに満ちている一方、『暗い笑い』は――しばしばナイ

ーブで原始主義的ではあるものの――牧歌的な美しさと抒情的な強度を示す作品であると言ってよい。興味深いことに、この小

説の人種／セクシュアリティ表象は、（黒人音楽の街である）ニューオーリンズならびに（性的逸脱の街である）パリと地政学的に

連想づけられている。アンダーソンはつまり、ヨーロッパ人とアフリカ系アメリカ人の間に親近性を見出しているように思われる。本

作品が扱う人種、ジェンダー、セクシュアリティと、第一次世界大戦後に顕著となる環大西洋的相互作用の意識に照らすとき、ヘミ

ングウェイとフォークナーが進む道を切り開いたアンダーソンの再考という批評的作業はきわめて重要となる。 

 なお、この授業では、『暗い笑い』を考察する前に、「森の中の死」を含むアンダーソンの短編作品をいくつか精査する。また，授

業は，あらかじめ指名された担当者による英語の発表を出発点に，前半は英語、後半は日本語による質疑応答形式で行うので，

受講者は積極的に発言し、議論に貢献することが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. Anderson の先行研究整理 

3. Anderson の短編小説を読む（１） 

4. Anderson の短編小説を読む（２） 

5. Anderson の短編小説を読む（３） 

6. Dark Laughter を読む（１） 
7. Dark Laughter を読む（２） 
8. Dark Laughter を読む（３） 
9. Dark Laughter を読む（４） 

10. Dark Laughter を読む（５） 
11. Dark Laughter を読む（６） 
12. Dark Laughter を読む（７） 
13. 総括 

14. レポート中間報告会 

 

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

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

問題意識を整理し，それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価基準において、博士前期課程の受講生とは異なる高度な達成水準が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sherwood Anderson. 2017. Dark Laughter. Benediction Classics (ISBN:1781398321) 

短編作品については、授業時にプリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB351／英語学特論 １Ａ 

(Special Topics in English Philology and Linguistics 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

もとに、この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Cædmon’s Hymn 講読 

3. Anglo-Saxon Chronicle 講読 1 

4. Anglo-Saxon Chronicle 講読 2 

5. Anglo-Saxon Chronicle 講読 3 

6. Anglo-Saxon Chronicle 講読 4 

7. The Battle of Brunanburh 講読 

8. Old English Orosius 講読 1 

9. Old English Orosius 講読 2 

10. Old English Orosius 講読 3 

11. The Wanderer 講読 

12. The Seafarer講読 

13. The Menologium 講読 

14. まとめ 

 

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

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

ーマについて、事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表）(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB352／英語学特論 １Ｂ 

(Special Topics in English Philology and Linguistics 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

もとに、この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Old English Boethius 講読 1 

3. Old English Boethius 講読 2 

4. Old English Boethius 講読 3 

5. Ælfric’s Catholic Homilies 講読 1 

6. Ælfric’s Catholic Homilies 講読 2 

7. Wulfstan の homily 講読 1 

8. Wulfstan の homily 講読 2 

9. Beowulf 講読 1 

10. Beowulf 講読 2 

11. Beowulf 講読 3 

12. Beowulf 講読 4 

13. The Battle of Maldon 講読 

14. まとめ 

 

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

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

テーマについて、事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表）(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC110／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC111／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC160／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC161／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC210／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC211／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 433 - 

■PC254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 434 - 

■PC255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC260／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC261／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC301／史学研究方法論 Ａ 

(Methods of History A) 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文執筆に向けて、歴史学の研究動向を探求し、テーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者は研究報告を行い、各コースの教員や出席者と質疑応答を交わし、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うか

は初回に決める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC302／史学研究方法論 Ｂ 

(Methods of History B) 

担当者名 

（Instructor） 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

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） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文執筆に向けて、歴史学の研究動向を探求し、テーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者は研究報告を行い、各コースの教員や出席者と質疑応答を交わし、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うか

は初回に決める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC311／日本史特論 Ａ 

(Japanese History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
争乱で読む日本古代史 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 美都男(TOOYAMA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代国家の形成－展開の過程で発生した争乱に関して基礎的史料を再検討し、それを踏まえた歴史像の再構築をめざす。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回事前に史料プリントを配布し、これをもとに口頭でレポートをしてもらう。それを踏まえてコメントを加え、さらに議論を深めてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（研究の方法と参考文献） 

2. 安康天皇暗殺事件 

3. 継体・磐井戦争 

4. 辛亥の変－継体天皇暗殺？事件 

5. 丁未の役－蘇我・物部戦争 

6. 推古朝前後 新羅との戦い 

7. 舒明天皇即位前 蘇我氏の内紛 

8. 山背大兄王の滅亡事件 

9. 乙巳の変－蘇我氏はなぜ滅んだか？ 

10. 白村江の戦い－勝敗を分けたもの（前編） 

11. 白村江の戦い－勝敗を分けたもの（後編） 

12. 壬申の乱－大友皇子の戦い（前編） 

13. 壬申の乱－大友皇子の戦い（後編） 

14. まとめと展望 

 

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

事前配布のプリントをよく読んで、当該テーマをめぐる問題点について調査し、それに関してレポートの準備をしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表(70%)/質疑応答(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠山 美都男、1997、『白村江』、講談社 (ISBN:4-06-149379-5) 

2. 遠山 美都男、1996、『壬申の乱』、中央公論新社 (ISBN:4-12-101293-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤 信、2019、『古代史講義【戦乱篇】』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-07212-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC312／日本史特論 Ｂ 

(Japanese History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
荘園制支配の史料論的研究 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 一樹(TAKAHASHI KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

館・資料館などでの原本史料の見学も積極的に組み込む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中世荘園の成立① 

文書 

3. 中世荘園の成立② 

文書と記録 

4. 中世荘園の成立③ 

絵図と文書 

5. 荘園支配の形式と実態① 

6. 荘園支配の形式と実態② 

7. 生業活動と負担① 

8. 生業活動と負担② 

9. 開発・再開発の展開① 

10. 開発・再開発の展開② 

11. 荘園の現地支配① 

出土資料（木簡など） 

12. 荘園の現地支配② 

文書 

13. 荘園の現地支配③ 

帳簿 

14. まとめ 

 

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

  授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて適宜行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

  史料を載せたコピー・プリントを配布するので、テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

  授業の進捗にあわせて、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PC313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC313／日本史特論 Ｃ 

(Japanese History C) 

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） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世の史料および関連する先行研究の検討を通して、史料に基づいて歴史研究の論点を見出し考察する力を身につける。  

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者各自の関心に沿って選定した史料を読解するとともに、関連する先行研究について検討する。その上で、各受講者が研究

報告を行い、参加者による相互討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読史料の選定 

3. 史料の概要紹介① 

4. 史料の概要紹介② 

5. 先行研究の検討① 

6. 先行研究の検討② 

7. 先行研究の検討③ 

8. 史料読解① 

9. 史料読解② 

10. 史料読解③ 

11. 研究報告① 

12. 研究報告② 

13. 研究報告③ 

14. まとめ 

 

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

史料の収集・読解、関連する先行研究の検討、研究報告の準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告(60%)/討論への貢献度(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC314／日本史特論 Ｄ 

(Japanese History D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本のクィア史 

担当者名 

（Instructor） 
藤野 裕子(FUJINO YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・クィア史研究に関する研究文献・史料を読解する力を身につける。 

・クィア史研究の意義と射程、課題を理解する。 

・クィア史研究を実践する力を身につける。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

を理解し、実践する力を身につけることを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／報告日程の確定 

2. 研究文献１の検討 

3. 研究文献 2 の検討 

4. 研究文献 3 の検討 

5. 史料１の検討（１） 

6. 史料１の検討（2） 

7. 史料１の検討（3） 

8. 史料２の検討（１） 

9. 史料２の検討（2） 

10. 調査項目に関する全体討論 

11. クィア史に関する調査報告（１） 

12. クィア史に関する調査報告（2） 

13. クィア史に関する調査報告（3） 

14. 全体討論／総括 

 

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

毎回の授業で扱うテキストを精読し、自らの疑問点・意見をまとめておくこと。報告者は史料・文献の要約と調査項目をレジュメに

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/討論への参加度(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

研究文献は、古川誠「セクシュアリティの変容」『日本女性ジャーナル』17, 1994、赤枝香奈子『近代日本における女同士の親密な

関係』角川出版、2011、藤野裕子「男性史とクィア史」『第四次現代歴史学の成果と課題』績文堂、2017 の一部、史料は『戦前期

同性愛関連文献集成』第 3 巻、および手稿史料などを、部分的に使用する予定です。詳細は初回の授業でアナウンスします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC315／日本史特論 Ｅ 

(Japanese History E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
屋良朝苗日記を読む 

担当者名 

（Instructor） 
冨永 望(TOMINAGA NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

める。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

屋良朝苗日記を輪読する。担当者は人物や事件について説明し、参加者の質問に答える。沖縄をテーマに学位論文を書く者が

いる場合は、報告の機会を与え、参加者で討論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦後沖縄史概説１ 

2. 戦後沖縄史概説２ 

3. 輪読１ 

4. 輪読２ 

5. 輪読３ 

6. 輪読４ 

7. 輪読５ 

8. 輪読６ 

9. 輪読７ 

10. 輪読８ 

11. 輪読９ 

12. 輪読 10 

13. 輪読 11 

14. 輪読 12 

 

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

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

縄現代史』（中公新書、2015 年） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

輪読した部分は清書し、ワードファイルで提出する。全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 櫻澤誠、2015、『沖縄現代史 米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』、中公新書 (978-12-102342-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC321／東洋史特論 Ａ 

(Asian History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究論 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の研究テーマの設定に関する検討 

2. 研究方法および研究全体の計画策定 

3. 研究方法および研究全体の計画策定 

4. 研究方法および研究全体の計画策定 

5. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

6. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

7. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

8. 口頭発表 

9. 口頭発表 

10. 口頭発表 

11. 論文執筆指導 

12. 論文執筆指導 

13. 論文執筆指導 

14. 論文執筆指導 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC322／東洋史特論 Ｂ 

(Asian History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究論 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究進捗状況の把握 

2. 研究方法および研究計画の再検討 

3. 研究方法および研究計画の再検討 

4. 研究方法および研究全体の計画策定 

5. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

6. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

7. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

8. 論文執筆指導 

9. 論文執筆指導 

10. 論文執筆指導 

11. 論文執筆指導 

12. 論文執筆指導 

13. 論文執筆指導 

14. 論文執筆指導 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 450 - 

■PC323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC323／東洋史特論 Ｃ 

(Asian History C) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■PC324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC324／東洋史特論 Ｄ 

(Asian History D) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■PC325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC325／東洋史特論 Ｅ 

(Asian History E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC326／東洋史特論 Ｆ 

(Asian History F) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC331／西洋史特論 Ａ 

(Western History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史の文献購読 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 悠人(ISHIBASHI YUTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の読解を通して、西洋近代史・世界史に関する近年の見方と研究動向を理解する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel eds, An Emerging Modern World を輪読し、近代世界の成り立ちを多角的な観点から

考察する。また、受講生は個人研究のテーマについての報告を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Introduction  

2. 文献講読の報告と討議（1）   Reading, presentation and disucssion 

3. 文献講読の報告と討議（2）   Reading, presentation and disucssion 

4. 文献講読の報告と討議（3）   Reading, presentation and disucssion 

5. 文献講読の報告と討議（4）   Reading, presentation and disucssion 

6. 文献講読の報告と討議（5）   Reading, presentation and disucssion 

7. 文献講読の報告と討議（6）   Reading, presentation and disucssion 

8. 文献講読の報告と討議（7）   Reading, presentation and disucssion 

9. 文献講読の報告と討議（8）   Reading, presentation and disucssion 

10. 受講生の研究報告（1） Presenting a research paper     

11. 受講生の研究報告（2） Presenting a research paper     

12. 受講生の研究報告（3） Presenting a research paper     

13. 受講生の研究報告（4） Presenting a research paper     

14. 受講生の研究報告（5） Presenting a research paper     

 

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

指定された文献を前もって読んで授業に臨むこと。 

Students need to read each chapter of the book before the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論の参加度(50%) 、レジュメの提出(50%)(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel. 2018. An Emerging Modern World. Harvard UP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC332／西洋史特論 Ｂ 

(Western History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史の文献購読 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 悠人(ISHIBASHI YUTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の読解を通して、西洋近代史・世界史に関する近年の見方と研究動向を理解する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel eds, An Emerging Modern World を輪読し、近代世界の成り立ちを多角的な観点から

考察する。また、受講生は個人研究のテーマについての報告を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Introduction  

2. 文献講読の報告と討議（1）   Reading, presentation and disucssion 

3. 文献講読の報告と討議（2）   Reading, presentation and disucssion 

4. 文献講読の報告と討議（3）   Reading, presentation and disucssion 

5. 文献講読の報告と討議（4）   Reading, presentation and disucssion 

6. 文献講読の報告と討議（5）   Reading, presentation and disucssion 

7. 文献講読の報告と討議（6）   Reading, presentation and disucssion 

8. 文献講読の報告と討議（7）   Reading, presentation and disucssion 

9. 文献講読の報告と討議（8）   Reading, presentation and disucssion 

10. 受講生の研究報告（1） Presenting a research paper     

11. 受講生の研究報告（2） Presenting a research paper     

12. 受講生の研究報告（3） Presenting a research paper     

13. 受講生の研究報告（4） Presenting a research paper     

14. 受講生の研究報告（5） Presenting a research paper     

 

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

指定された文献を前もって読んで授業に臨むこと。 

Students need to read each chapter of the book before the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論の参加度(50%) 、レジュメの提出(50%)(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel. 2018. An Emerging Modern World. Harvard UP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC333／西洋史特論 Ｃ 

(Western History C) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

3. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

4. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

5. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

6. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

7. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

8. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

9. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

10. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

11. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

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

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC334／西洋史特論 Ｄ 

(Western History D) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

3. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

4. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

5. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

6. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

7. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

8. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

9. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

10. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

11. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

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

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC341／史学史研究 Ａ 

(Historiography A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の最近の研究動向と古典 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史学史中の重要なテーマに関する古典と最新の双方の文献に目を通すことで、歴史理論と史料解釈の方法論の基礎固めを行

う。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、現在の歴史学の基本となっている古典、基礎的著作、そして近年刊行された最新の文献の双方の精読を通じて、大

学院で研究の端緒についた大学院生に対し、自らのよってたつ「歴史学」という学問そのものに対する理解を深めてもらい、自己

の歴史研究の史学史上の位置付けに対しより自覚的になってもらうことを念頭に置いている。また、狭義の専門とは異なる受講

生との対話や討論を通じ、幅広い視野から「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

 

 具体的には、学期ごとにある一定のテーマに沿った古典、あるいは最新の著作の何点かに目を通し、担当者がレジュメを作成

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。春学期のテーマとしては「グローバル時代の歴史学」を予定しているが、

具体的に扱う教材については受講者と相談の上で決定したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

各週で扱う教材の該当部分に予め目を通してきてもらうことが、参加する上での前提となる。あわせて、レジュメ作成の担当となっ

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. リン・ハント、2016、『グローバル時代の歴史学』、岩波書店 (ISBN:978-4000226400) 

2. 長谷川貴彦、2016、『現代歴史学への展望  言語論的転回を超えて』、岩波書店 (ISBN:978-4000611268) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PC342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC342／史学史研究 Ｂ 

(Historiography B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の最近の研究動向と古典 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史学史中の重要なテーマに関する古典と最新の双方の文献に目を通すことで、歴史理論と史料解釈の方法論の基礎固めを行

う。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、現在の歴史学の基本となっている古典、基礎的著作、そして近年刊行された最新の文献の双方の精読を通じて、大

学院で研究の端緒についた大学院生に対し、自らのよってたつ「歴史学」という学問そのものに対する理解を深めてもらい、自己

の歴史研究の史学史上の位置付けに対しより自覚的になってもらうことを念頭に置いている。また、狭義の専門とは異なる受講

生との対話や討論を通じ、幅広い視野から「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

 

 具体的には、学期ごとにある一定のテーマに沿った古典、あるいは最新の著作の何点かに目を通し、担当者がレジュメを作成

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。具体的に扱う教材については受講者と相談の上で決定したいが、秋学期

については「グローバルヒストリー」を予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

各週で扱う教材の該当部分に予め目を通してきてもらうことが、参加する上での前提となる。あわせて、レジュメ作成の担当となっ

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. ウォーラーステイン／川北稔訳、2013、『近代世界システム I―農業資本主義と「ヨーロッパ世界経済」の成立』、名古屋大学

出版会 (ISBN:9784815807436) 

2. E. ウォーラーステイン／川北稔訳、2013、『近代世界システム II―重商主義と「ヨーロッパ世界経済」の凝集 1600-1750』、名

古屋大学出版会 (ISBN:9784815807443) 

3. 川北稔編、2001、『知の教科書 ウォーラーステイン (講談社選書メチエ) 』、講談社 (ISBN:978-4062582223) 

4. K. ポメランツ／川北稔ほか訳、2015、『大分岐―中国、ヨーロッパ、そして近代世界経済の形成』、名古屋大学出版会 

(ISBN:9784815808082) 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 
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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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■PD101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 478 - 

■PD204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 483 - 

■PD252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 489 - 

■PD301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD301／地域社会調査特殊研究 Ａ 

(Research on Area Survey A) 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

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） 
ICS7610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  地域研究をおこなう際の方法論を、人文地理学・文化人類学および関連する学問分野から学び、それを実際にどのように生か

すかを具体的に検討する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  授業では、履修者がそれぞれの関心と現在の研究テーマに即して順次発表をおこなう。複数の関連教員と専攻の大学院生全

員が常に出席して、コメントと討議を重ねる。発表は学会や研究会での口頭発表に準ずるものになるよう、発表者は資料の提示

や論旨の組み立て、研究の位置づけなどにおいて、それぞれ説得力を発揮することが期待されている。 

  履修者の発表の順番は、新入生の修士論文紹介、本年度博士論文執筆予定者のスケジュール、フィールドワークの予定、所

属学会の研究大会の日程などを勘案して定める。初回の授業時に学期（一部は年間）の発表予定を決めるので、かならず出席

すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １  初回は新入大学院生による 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

  事前に担当教員と打ち合わせをしておくことが望まれる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論(40%)/発表方法・内容(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD302／地域社会調査特殊研究 Ｂ 

(Research on Area Survey B) 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域研究を行う際の方法論を、人文地理学・文化人類学および関連する学問分野から学び、それを実際にどのように生かすかを

具体的に検討する。春学期の地域社会調査特殊研究Ａを履修した大学院生が継続して本授業を履修し、さらに修学を深化させ

る。したがって春学期の地域社会調査特殊研究Ａから継続して履修することが期待される。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者がそれぞれの関心と現在の研究テーマに即して順次発表を行う。複数の関連教員と専攻の大学院生全員が常に出席し

て討議を重ねる。発表は学会や研究会での口頭発表に準ずるものとなるよう、発表者は資料の提示や論旨の組み立て、研究の

位置づけなどにおいて、それぞれ説得力を発揮することが期待されている。修士論文執筆、各種学会誌への投稿、各種研究学

会での発表に向けて、日程を調整しながら内容の高度化を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １ 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

事前に指導教員と十分な打ち合わせをしておくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論(40%)/発表方法・内容(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF110／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF111／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 502 - 

■PF112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF112／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 503 - 

■PF113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF113／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 504 - 

■PF152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 506 - 

■PF155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 508 - 

■PF157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 509 - 

■PF158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 510 - 

■PF159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 511 - 

■PF160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF160／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 512 - 

■PF162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF162／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 513 - 

■PF163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF163／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 514 - 

■PF201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 515 - 

■PF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 516 - 

■PF203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 517 - 

■PF204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 518 - 

■PF205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 519 - 

■PF206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 520 - 

■PF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 521 - 

■PF208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 522 - 

■PF209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 523 - 

■PF210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF210／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 524 - 

■PF211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF211／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF212／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 526 - 

■PF213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF213／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF260／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF262／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF263／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF301／教育哲学基礎研究 

(Studies in Philosophy of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱います。基本的に受講者それぞれによる発表とディスカッションを中心に進めていきます。教科書としてティ

ム・インゴルドの新著を挙げておきますが、受講者から共同して文献講読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げま

す。また修士論文に関連する発表を定期的に行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. 受講者による発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

最終レポートはかならず提出すること。全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ingold, Tim. 2018. Anthropology and/as education. Routledge (ISBN:978-0-415-78654-6) 

テキストは参加者の要望で決定します。プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PF303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF303／日本教育史基礎研究 

(Studies in the Hist. of Educ. in Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1930 年代教育史像の再構築－「近代学校」批判の系譜として－ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代教育史の基礎的理解に努めつつ、大正自由教育から戦時下錬成教育にかけての 1930 年代における諸問題を中心と

しながら，教育史研究の課題と方法とを批判的に検討する。特に一次史料の読解に力点をおきたい。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治後期に定型化した「近代学校」は現代に至るまでの学校の基底となっている。その性格を確認すると同時に、その批判的展

開を大正自由教育から戦時下錬成教育において考察する。戦争に至る教育の道程を教育実践史研究として取り上げ、事例とし

て教育県長野での展開や信濃教育会の果たした役割と機能とに注目する。なお、参加者の希望も取り入れて柔軟に運営してい

きたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読と資料読解 1 

3. 文献講読と資料読解 2 

4. 文献講読と資料読解 3 

5. 文献講読と資料読解 4 

6. 文献講読と資料読解 5 

7. 文献講読と資料読解 6 

8. 文献講読と資料読解 7 

9. 文献講読と資料読解 8 

10. 文献講読と資料読解 9 

11. 文献講読と資料読解 10 

12. 文献講読と資料読解 11 

13. 文献講読と資料読解 12 

14. 文献講読の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読文献の予習および授業時に配布するプリントの事前学習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と個別発表(40%)/質問や討論などの授業への積極的参加(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梶山雅史編著、2018、『近・現代日本教育会史研究』、不二出版 (ISBN:978-4-8350-8121-2) 

2. 山名淳・駒込武他編、2019、『教育思想・教育史』、協同出版 (ISBN:978-4-319-00323-5) 

3. 山本正身、2014、『日本教育史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2131-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺崎昌男・前田一男編、1993、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅰ』、ぎょうせい (ISBN:4-324-03564-4) 

2. 寺崎昌男・前田一男編、1994、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅱ』、ぎょうせい (ISBN:4-324-03563-6) 

3. 日本教育学会教育勅語問題ワーキンググループ編、2018、『教育勅語と学校教育』、世織書房 (ISBN:978-4-8668-6000-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF307／教育社会学基礎研究 

(Studies in Sociology of Education) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて選定する 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF309／教育心理学基礎研究 

(Studies in Educational Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習と発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、社会文化歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は(1)受講者全員が読む学習と発達に関わる共通課題論文の議論と(2)受講者の関心に併せて自由に設定される研究検

討、データセッションから構成される。共通課題論文は事前に提示されるので受講者はそれを予め読み、議論を通して不明点の

確認と理解の深化をはかる。研究検討では受講者が関心を持つ論文を紹介したり、受講者が現在取り組んでいる調査研究につ

いて報告し、議論を行う。 

文献は講義内で進行に合わせ適宜指示する。総括レポートを提出し、理解の確認を行う。 海外研究者を含むゲストを交えた研

究検討も随時行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文検討あるいは研究検討 

3. 論文検討あるいは研究検討 

4. 論文検討あるいは研究検討 

5. 論文検討あるいは研究検討 

6. 論文検討あるいは研究検討 

7. 論文検討あるいは研究検討 

8. 論文検討あるいは研究検討 

9. 論文検討あるいは研究検討 

10. 論文検討あるいは研究検討 

11. 論文検討あるいは研究検討 

12. 論文検討あるいは研究検討 

13. 論文検討あるいは研究検討 

14. 論文検討あるいは研究検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に検討論文の講読と研究報告準備が必要である。 

履修前あるいは早期に参考文献に目を通しておいてほしい。 

また、授業後には授業内容を各自が総括したレポートの提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/研究報告(30%)/論文検討活動(35%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

文献は基本的に英文であることが多い。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯胖 他、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

2. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 

3. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 
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注意事項（Notice） 
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■PF311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF311／教育方法学基礎研究 

(Studies in Curriculum, Instruction and Assessment) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学がその射程とする、授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論などの、基本的な理論枠組みを獲得する。その上

で、それぞれの研究テーマ、問題意識を、教育方法学の理論的枠組みから照らし返すことによって、一層深めることができる。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポスト近代社会において、初等教育から高等教育にいたるまで、さまざまな能力が、経済先進諸国で共通して教育目標に掲げら

れ、評価されるようになってきた。このような「新しい能力」の登場は、OECD が実施する PISAの影響が大きい。これまでの知識

重視型とも、態度重視型とも異なる学力／能力が、現代に生きる子どもから成人に至るまですべての人間に必要とされているの

である。この「新しい能力」の内実とそれに基づいた国内外の教育改革の動向およびそのような動向に対する批判的検討を、本

研究では行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストの論文あるいは講義中に配布した資料などを毎回必ず読み、議論したい点などをもって毎回の授業に臨むこ

と 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ゼミでの発表(30%)/ゼミでの議論への参加(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で講読する文献については、受講生の専門や興味に応じてその都度配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある 

 

注意事項（Notice） 
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■PF313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF313／社会教育学基礎研究 

(Studies in Adult and Community Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本社会論入門 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育の歴史的研究の前提となる戦後日本社会の歴史的特徴についての基本認識を獲得する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

武田晴人『高度成長』（岩波新書、2008 年）を輪読し、戦後日本社会の歴史的特徴を把握する。その後は高度成長期に刊行さ

れ、戦後日本社会論として定評のある岩波新書（青版）を取り上げて、同時代の社会や文化との接点において検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 武田晴人『高度成長』の輪読① 

3. 武田晴人『高度成長』の輪読② 

4. 武田晴人『高度成長』の輪読③ 

5. 武田晴人『高度成長』の輪読④ 

6. 岩波新書（青版）の検討① 

7. 岩波新書（青版）の検討② 

8. 岩波新書（青版）の検討③ 

9. 岩波新書（青版）の検討④ 

10. 岩波新書（青版）の検討⑤ 

11. 岩波新書（青版）の検討⑥ 

12. 岩波新書（青版）の検討⑦ 

13. 岩波新書（青版）の検討⑧ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回受講生からレポーターを決めて発表してもらう。扱う文献についてはレポーター以外も各自読んで予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての発表・授業への取り組み・コメントなどにおける貢献度(70%)/書評レポート(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 武田晴人、2008、『高度成長』、岩波書店 (ISBN:978-4004310495) 

岩波新書の青版として検討したいものとして、川島武宜『日本人の法意識』、塩沢美代子・島田とみ子『ひとり暮しの戦後史』、山

代巴『この世界の片隅で』、宇沢弘文『自動車の社会的費用』を挙げておく。履修者の関心を加味して最終的に検討する岩波新

書を決めたい。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF315／比較教育学基礎研究 

(Studies in Comparative Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と教育 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学研究の論文講読の技能習得・向上を目指すとともに，参加学生間で各人の研究テーマの共有をはかる。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当学生は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。

この報告をもとに，質疑応答に続いてディスカッションを行う。 

今年度は前年度に引き続き，「人の移動」の問題を比較教育学の視点から取り上げたい。文献の候補として Vincente L. Rafael

著"White Love" (Duke University Press 2000), Filomeno V. Aguilar Jr.著 "Migration Revolution" (NUS press 2014) または 

Vincente L. Rafael 著 "Motherless Tongues" (Duke University Press 2016) を考えている。 

担当は毎週１回ずつのローテーションを予定しているが，参加人数によって調整の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読 1 

3. 文献講読 2 

4. 文献講読 3 

5. 文献講読 4 

6. 文献講読 5 

7. 文献講読 6 

8. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 文献講読 13 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員が事前に精読する。各回の担当学生は文献の概要をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の講読・討論への参加(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■PF317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF317／教育思想史基礎研究 

(Studies in the Hist.of Educ. Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
演劇と教育をめぐる思想史：福田恆存の演劇論、言語論、芸術論に着目して 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）福田恆存の演劇論をとおして、近代という時代を再考する。 

（3）福田の師である時枝誠記の理論に習熟する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では、福田恆存（1912-1994）の演劇論や言語論を教育思想として捉え直す試みを行う。シェイクスピアに示唆を得た福田の

人間観は、教育哲学、教育思想史研究において論じれてきた人間観を問いなおすものとなる。まず、西洋の演劇論のいくつかを

検討した後、福田の演劇論、言語論、芸術論の検討を行う。また、福田が国語学者である時枝誠記に学んでいることを踏まえて、

時枝理論との比較も試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育思想史、教育哲学の研究動向について 

3. 授業担当者の研究関心についての講義 

4. ルソーの演劇論の概略 

5. ディドロの演劇論の概略 

6. 時枝誠記『国語学原論 続篇』を読む（1）：前半 

7. 時枝誠記『国語学原論 続篇』を読む（2）：中盤 

8. 時枝誠記『国語学原論 続篇』を読む（3）：後半 

9. 福田恆存『人間、この劇的なるもの』を読む（1）：前半 

10. 福田恆存『人間、この劇的なるもの』を読む（2）：後半 

11. 時枝と福田の比較に関する討議 

12. 福田恆存『芸術とはなにか』を読む（1）：前半 

13. 福田恆存『芸術とはなにか』を読む（2）：中盤 

14. 福田恆存『芸術とはなにか』を読む（3）：後半 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。単なる概要の報告ではなく、授業のテーマに沿いつつ、当該の文献をどう読み

解くことができるかに焦点を絞って報告すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 福田恆存、1960、『人間、この劇的なるもの』、新潮文庫 (ISBN:9784101216027) 

2. ルソー（今野一雄訳）、1979、『演劇について：ダランベールへの手紙』、岩波文庫 (ISBN:9784003362365) 

その他、絶版になっている文献はコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下純照・西洋比較演劇研究会編、2019、『西洋演劇論アンソロジー』、月曜社 (ISBN:9784865030822) 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■PF341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF341／教育学特論 １ 

(Seminar in Educational Research 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の公共性を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小玉 重夫(KODAMA SHIGEO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育学の研究方法を学び、今日的な課題との関係でそれを深める。特に、ジェンダー、セクシュアリティの問題を重視する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育の公共性の問題を考える上での最新の研究動向を検討し、議論を行い、教育学研究のパイオニアを切り開く作業を行う。具

体的には、ジュディス・バトラーの近著『分かれ道』（青土社、2019 年）をテキストとして取り上げ、検討する。公共性の問題をジェ

ンダー論やセクシュアリティ論とも関連させつつ、アレント、ベンヤミン、レヴィナスらの議論をふまえつつ検討し、18 歳選挙権の時

代の市民性の構築を模索していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入 

2. 予備的考察： ハンナ・アレントを中心に 

3. 予備的考察： シティズンシップ教育を中心に 

4. 予備的考察： 18 歳選挙権と高大接続改革を中心に 

5. ジュディス・バトラー『分かれ道』はじめに、の検討 

6. 上記第 1 章の検討 

7. 上記第 2 章の検討 

8. 上記第 3 章の検討 

9. 上記第 4 章の検討 

10. 上記第 5 章の検討 

11. 上記第 6 章の検討 

12. 上記第 7 章の検討 

13. 上記第 8 章の検討 

14. 全体のまとめと総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを読み、関連する文献を検討する。映画などを素材として共有する。アレント、ベンヤミンの映画やジュディス・バトラーの

最新著 The Force of Nonviolence: The Ethical in the Political も解説、紹介したい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの報告(50%)/ゼミ中の議論への参加と発言(20%)/報告へのコメント(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジュディス・バトラー、2019、『分かれ道』、青土社 (ISBN:9784791770793) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小玉重夫、2013、『難民と市民の間で』、現代書館 (ISBN:4768410022) 

2. 小玉重夫、2016、『教育政治学を拓く』、勁草書房 (ISBN:4326299118) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストは各自で購入してもよいが、授業中に配布するようにする。初回の授業時に分担を決めるので、必ず出席して下さい。 

ホームページは下記を参照。 

https://researchmap.jp/read0190814/ 

 

注意事項（Notice） 
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■PF342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF342／教育学特論 ２ 

(Seminar in Educational Research 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子ども社会学の視角 

担当者名 

（Instructor） 
元森 絵里子(MOTOMORI ERIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子ども・教育に関する社会学的研究の課題について、自らの研究に引き付けて理解する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「子ども」というテーマは、規範的な言明に終始しがちあり、かつ、教育、福祉、医療等の分野で分断されてしまいがちである。こう

いった既存の視座について批判的に考察し、子ども社会学、教育社会学に必要な社会学的視座について議論する。今年度は、

大人中心主義への批判として繰り返し提案される子どもの主体性・能動性の主張をどう捉えるのかを、中心テーマとして設定す

る。 

 

なお、原則として、参加者による文献レポートに基づくディスカッション形式で授業を進める。また各自の研究を題材にしたディス

カッションの回も設けたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介・担当決定等  

2. 文献講読：Oswell (2013) Part1Chap.1 

3. 文献講読：Oswell (2013) Part1 Chap.2 

4. 文献講読：Oswell (2013) Part2 Chap.3 

5. 文献講読：Oswell (2013) Part2 Chap.4 

6. 文献講読：Oswell (2013) Part2 Chap.5 

7. 文献講読：Oswell (2013) Part3 Chap.6-7 

8. 文献講読：Oswell (2013) Part3 Chap.8-9 

9. 文献講読：Oswell (2013) Part3 Chap.10-11 

10. 文献講読：Oswell (2013) Part4 Chap.12 

11. 個人報告 

12. 個人報告 

13. 個人報告 

14. 個人報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読文献の予習と復習を毎回の参加の大前提とする。 

その他の授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告 and/or文献報告(40%)/授業内でのディスカッション(60%) 

2/3 以上出席をしていない場合は、単位取得可能不可。全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Oswell. 2013. The Agency of Children. Cambridge (ISBN:970-0-521-60470-3) 

そのほかの講読文献は授業時に指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF343／教育学特論 ３ 

(Seminar in Educational Research 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的研究と社会構成主義 

担当者名 

（Instructor） 
能智 正博(NOUCHI MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学・教育学における質的研究の方法と、その背景にある社会構成主義の考え方についての理解を深める。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

質的研究と社会構成主義に関わるテキストを読みながら、その内容について議論をする。そこで引用されている研究事例を検討

して、その方法的な特徴を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質的研究入門 

2. 社会構築主義とは何か（１） 

3. 社会構築主義とは何か（２） 

4. 社会構築主義の主張 

5. 社会構築主義における言語の役割 

6. ディスコースとは何か 

7. ディスコースの外に実在世界は存在するか（１） 

8. ディスコースの外に実在世界は存在するか（２） 

9. 巨視的社会構築主義 

10. 微視的社会構築主義 

11. 社会構築主義における研究（１） 

12. 社会構築主義における研究（２） 

13. 社会構築主義における論争（１） 

14. 社会構築主義における論争（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの該当箇所は必ず読んでくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメによる発表(30%)/出席と議論への参加度(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. V. Burr、2018、『ソーシャル・コンストラクショニズム』、川島書店 (ISBN:978-4-7610-0927-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 能智正博、2011、『質的研究法』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-015136-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF344／教育学特論 ４ 

(Seminar in Educational Research 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヴィゴツキー・状況的認知・存在論的転換 

担当者名 

（Instructor） 
高木 光太郎(TAKAGI KOTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L. S. ヴィゴツキーの発達理論、1980 年代以降の心理学における再評価（状況的認知）、人類学を中心に近年展開されている主

体、自然、文化の関係の捉え直し（存在論的転換）に関する文献の読解を通して、心理学における主体、文化、自然の関係に関

する理論的な理解を深めるとともに、理論的な文献を検討するための読解技法の基礎を身につけることを目標とする。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴィゴツキー理論の概要について講義形式で解説したのち、指定された文献を検討する。受講者はその回で検討する箇所をあら

かじめ精読したうえで授業に参加し、授業内ではグループワークおよびディスカッション形式で該当箇所の論理展開、理論的含

意、現代的な研究課題への適用可能性などの検討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヴィゴツキー理論の概要について講義形式で解説する。 

2. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

3. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

4. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

5. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

6. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

7. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

8. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

9. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

10. 存在論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

11. 存在論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

12. 存在論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

13. 存在論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

14. 授業のまとめと総括的な討論を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献を検討する回については、あらかじめ検討箇所を精読し、論理展開について口頭で説明できるよう準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/文献の事前検討・報告レジュメの準備等(20%)/グループワー ク・ディスカッションへの参加状況

(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF345／教育学特論 ５ 

(Seminar in Educational Research 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教師教育研究と教師教育論の展開 

担当者名 

（Instructor） 
矢野 博之(YANO 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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育論・学習論の変容を背景に、教師教育（教職の養成と研修）の研究の動向と論点を理解することを通して、教師教育者として

の基盤となる知見と視点を獲得する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

21 世紀に入り、教師教育にまつわる研究の動きは、一段と世界的規模で大きく推進してきた。その背景にある教育論・学習論の

変化を見通しながら、現在とこれからの教師教育－教育職にたずさわる人間のまなびと成長－に求められる知見と論点を、議論

をふまえて、各自のまなびにしていく。 

受講者の規模や状況に応じて、授業計画の詳細は調整・変更が生じることをあらかじめ断っておく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教師教育研究における議論のマッピングとパースペクティブ設定 

3. 教職研究・教職論の概要と動向 

4. 教師教育者研究にまつわる議論 

5. 教育者にとっての「リフレクション」(1) 基礎論 

6. 教育者にとっての「リフレクション」(2) 演習① 

7. 教育者にとっての「リフレクション」(3) 演習② 

8. 中間討議と議論の整理（＊第 2回～第 7 回までのふりかえり） 

9. 教師の成長と教職にまつわる学術的研究 

10. 「セルフスタディ」論の勃興① 

11. 「セルフスタディ」論の勃興② 

12. 教師教育者論への展望(1)（第 8回の議論からテーマを焦点化してとりあげる） 

13. 教師教育者論への展望(2)（第 8回の議論からテーマを焦点化してとりあげる） 

14. 最終討議（＊全体を通しての総括討議） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、事前に提示する資料を通読した上での参加を前提とします。受容的な学習に留めぬよう、自らの研究課題と関連付けなが

ら、積極的な参加を期待しています。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告担当時のレポート(40%)/講義内での発言･参加度(20%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. F.Korthagen（武田信子監訳)、2010、『教師教育学』、学文社 (ISBN:978-4762020445) 

2. 坂田哲人・矢野博之他、2019、『リフレクション入門』、学文社 (ISBN:978-4762028496) 

3. M.Lunenberg 他（武田・山辺監訳）、2017、『専門職としての教師教育者』、玉川大学出版部 (ISBN:978-4472405433) 

4. J.Loughran（武田信子監修）、2019、『J.ロックランに学ぶ教師教育とセルフスタディ』、学文社 (ISBN:978-4762028557) 

5. 渡辺貴裕、2019、『授業づくりの考え方―小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ』、くろしお出版 (ISBN:978-4874247822) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

その他必要資料等は、授業時に提示する。（配布・提供の方法はあらかじめ周知する） 
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注意事項（Notice） 
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■PF346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF346／教育学特論 ６ 

(Seminar in Educational Research 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的調査法の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
額賀 美紗子(NUKAGA MISAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的方法論の特長と多様なアプローチについて学び、質的方法を使って研究論文を執筆するための知識とスキル獲得をめざ

す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は以下の３つによって構成される。 

１）質的方法論の基本的知識に関するレクチャーとディスカッション 

２）質的方法論を使った文献についてのディスカッション 

３）参与観察・インタビューの実践およびデータ分析 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：質的研究法の特長・リサーチデザイン・発展の経緯 

2. 参与観察を使った研究事例①（文献講読） 

3. 参与観察のプロセス：データ収集からエスノグラフィー執筆まで 

4. 現場に入る：アクセス、ポジショナリティ、ラポール、倫理的問題 

5. フィールドノーツを書く①：現場メモからノーツへ 

6. 参与観察の実践（個別プロジェクト） 

7. フィールドノーツを書く②：「厚みのある記述」とは 

8. フィールドノーツの分析：グラウンデッド・セオリーと仮説生成 

9. 参与観察プロジェクトの発表 

10. インタビューの技法：半構造化インタビューとライフ・ヒストリー 

11. インタビューの実践①：質問ガイドラインの作成 

12. インタビューの実践②：「声」を聴くことの意味 

13. インタビューを使った研究事例（文献講読） 

14. インタビュープロジェクトの発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定文献がある回については指定箇所に目を通し、コメントを作成してくることが求められる。 

また、個別プロジェクトの発表に備えて準備することが必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/通常の授業における複数回の課題提出(50%)/出席および授業参加度(10%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる』、新曜社 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田博志、2010、『エスノグラフィー入門―<現場>を質的研究する』、春秋社 

2. 岸政彦・石岡丈昇・丸山里美、2016、『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社会学』、有斐閣ストゥデイア 

3. 藤田結子・北村文、2013、『現代エスノグラフィー: 新しいフィールドワークの理論と実践 (ワードマップ)』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF347 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF347／教育学特論 ７ 

(Seminar in Educational Research 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思想史の手法を用いて教育を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
眞壁 宏幹(MAKABE HIROMOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の教育を理解するためには過去の教育的営みとその思想を理解する必要がある。本演習は近代ヨーロッパの教育的思考

や教育実践を思想史という人文研究の手法を用いることで考察する。現代社会の多様な教育問題を深く考察し、柔軟に対応でき

る発想力を身につけるためである。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず履修者は自分の研究紹介を行う。その上で、自分の研究テーマから最も興味深い哲学者、心理学者、教育学者、教育者の

教育実践や教育理論を指定する教科書『西洋教育思想史』から探し出し、思想史的考察を加えながら個人発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 履修者研究紹介１ 

3. 履修者研究紹介２ 

4. 思想史的考察・発表１ 

5. 思想史的考察・発表２ 

6. 思想史的考察・発表３ 

7. 思想史的考察・発表４ 

8. 思想史的考察・発表５ 

9. 思想史的考察・発表６ 

10. 思想史的考察・発表７ 

11. 思想史的考察・発表８ 

12. 思想史的考察・発表９ 

13. 思想史的考察・発表１０ 

14. 総合ディスカッション ー教育研究における思想史研究の意義についてー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、あらかじめ履修者は、発表者が取り上げる教育実践・理論について教科書の該当箇所を読んでおくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

全ての評価方法について高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 眞壁宏幹、2020、『西洋教育思想史』、慶應義塾大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

教科書の参考図書を参照のこと。また、授業時でも適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習・ゼミ形式で行う。すなわち、発表とディスカッションが中心となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■PF348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF348／教育学特論 ８ 

(Seminar in Educational Research 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

当事者の視点から考える障害・病気・虐待・非行等の特別ニーズを有する子ども・若者

の発達困難と発達支援 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 智(TAKAHASHI SATORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

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） 

当事者の視点から、障害・病気・虐待・非行等の多様な特別ニーズを有する子ども・若者の発達困難の実態と発達支援のあり方

について考察する  

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

From the viewpoint of the person concerned, We examine the actual situation of developmental difficulties and the way of 

developmental support of children and youths having various special needs such as disabilities, diseases,abuse and delinquency  

 

授業の内容（Course Contents） 

当事者の視点から、障害・病気・虐待・非行等の多様な特別ニーズを有する子ども・若者の発達困難の実態と発達支援のあり方

について考察する  

From the viewpoint of the person concerned, We examine the actual situation of developmental difficulties and the way of 

developmental support of children and youths having various special needs such as disabilities, diseases,abuse and delinquency  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習のオリエンテーション 

2. 当事者の視点から子ども・若者の「食の困難と発達支援」について検討する①：演習担当者が番組作成協力した NHK ニュ

ースおはよう日本「子どもの“偏食”実態明らかに」の視聴、監修の当事者絵本『あっくんはたべられない―食の困難と感覚

過敏―』の紹介  

3. 当事者の視点から子ども・若者の「食の困難と発達支援」について検討する②：発達障害当事者の食の困難と発達支援に

関する調査の紹介  

4. 当事者の視点から子ども・若者の「食の困難と発達支援」について検討する③：訪問調査したスウェーデンのストックホルム

県立摂食障害センター、摂食障害当事者組織の紹介  

5. 当事者の視点から子ども・若者の「生活リズム・睡眠の困難と発達支援」について検討する①：ＮＨＫ「不登校 12 万人のか

げで―広がる子どもの睡眠障害―」の視聴、発達障害当事者の睡眠困難と発達支援に関する調査の紹介  

6. 当事者の視点から子ども・若者の「生活リズム・睡眠の困難と発達支援」について検討する②：発達障害当事者の「生きづら

さ」「SNS依存」と発達支援に関する調査の紹介  

7. 当事者の視点から子ども・若者の「被虐待・愛着障害・非行・犯罪等の発達困難と発達支援」について検討する①：演習担

当者が番組作成協力した NHK ハートネット TV「シリーズ罪を犯した発達障害者の”再出発”第１夜少年院の現場から」の視

聴、少年院・少年鑑別所・保護観察所における「触法・非行・犯罪等の発達困難と発達支援・移行支援」に関する調査の紹

介  

8. 当事者の視点から子ども・若者の「被虐待・愛着障害・非行・犯罪等の発達困難と発達支援」について検討する②：NHK「少

年犯罪・加害者の心に何が―「愛着障害」と子どもたち―」の視聴、少年院における発達上の課題・困難を抱える少年への

インタビュー調査の紹介  

9. 当事者の視点から子ども・若者の「被虐待・愛着障害・非行・犯罪等の発達困難と発達支援」について検討する③：訪問調

査した北欧諸国の虐待対応センター・少年院・少年刑務所・女子刑務所、犯罪・薬物依存・アルコール依存等の当事者組織

の紹介  

10. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する①：NHK「“小児がん

と生きる”～２人の少女の物語～」の視聴を通して、「病気の子どもの QOL と夢・生きがい」について考える  

11. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する②：NHK「プロフェシ

ョナル・涙も笑いも、力になる：院内学級教師・福島賢和」の視聴を通して、「病気の子どもの QOL と教育の意義」について

考える  

12. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する③：NHK「病棟保育

士の役割」の視聴や訪問調査したスウェーデンの病院におけるホスピタルプレイスペシャリストの紹介を通して、「病気の子

どもの QOL と保育・遊びの意義」について考える  

13. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する④：NHK「病室に笑

いを～道化師たちの挑戦」、日本テレビ「おうち診療所―がんと闘う子どもたちの願い―」の視聴を通して、「病気の子どもの

QOL と笑い・家庭の意義」について考える  

14. 当事者の視点から病気の子どもの「QOL（生活・生命・人生の質）」の保障と発達支援について検討する⑤：NHK「家族の時
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間～東京・ある小児在宅医と、子どもたち～」の視聴や調査「ターミナル期の教育における教師の役割に関する検討 : 保

護者・医療関係者・教師への演習担当者の調査から」そ通して、「ターミナル期の子どもの QOL」について考える  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時に指示した文献・資料の事前学習  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および質問・討論等の演習への積極的参加(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加瀬進・髙橋智編著、2019、『特別支援教育総論』、一般社団法人放送大学教育振興会（NHK出版発売） (978-4-595-

31923-5 C1337) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田部絢子・高橋智、2019、『発達障害等の子どもの食の困難と発達支援』、風間書房 (ISBN:978-4-7599-2279-0) 

2. 柴田真緒・高橋智、2020、『発達障害当事者の睡眠困難と発達支援の研究』、風間書房 

3. 作・あっくん 監修・髙橋智、2019、『あっくんはたべられない―食の困難と感覚過敏―』、世音社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 559 - 

■PG102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 563 - 

■PG107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 567 - 

■PG154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 568 - 

■PG155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 569 - 

■PG156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 570 - 

■PG157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 571 - 

■PG158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 572 - 

■PG159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 573 - 

■PG201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 574 - 

■PG202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 575 - 

■PG204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 576 - 

■PG205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 577 - 

■PG206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 578 - 

■PG207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 579 - 

■PG208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 580 - 

■PG251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 581 - 

■PG252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 582 - 

■PG254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 583 - 

■PG255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 584 - 

■PG256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 585 - 

■PG257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 586 - 

■PG258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 587 - 

■PG259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG301／日本文学特殊研究 Ｐ１Ａ 

(Studies in Japanese Literature P1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
第二次世界大戦前後の日本近現代文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の論文執筆に向けて、日本近現代文学の研究課題と研究方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近現代文学、とくに、1920年代以降の文学の変容を歴史的に学ぶ。 

アジア太平洋戦争期における戦前戦中戦後の表現の断絶と連続について学ぶ。 

出版メディアの動向、メディアミックス、検閲制度、言語表現と非言語表現などについてもあわせて学ぶ。 

本授業における発表、ディスカッションを通じて、論文執筆に結びつく論点の設定の仕方、論述の仕方、方法論を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表 

3. 研究発表 

4. 研究発表 

5. 研究発表 

6. 研究発表 

7. 研究発表 

8. 研究発表 

9. 研究発表 

10. 研究発表 

11. 研究発表 

12. 研究発表 

13. 研究発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ指定したテクストを研究して出席する。 

授業におけるディスカッション、コメントの成果を反映し、レポートを執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメの作成、発表、ディスカッションへの積極的参加(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

各自の研究テーマに即したテキストを選択する。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに即した参考文献を選択する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

川崎賢子が編集委員として運営する２０世紀メディア研究所の HPです。 

研究発表及び論文寄稿の希望なども募ります。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG302／日本文学特殊研究 Ｐ１Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代文学の歴史的変容を考える 

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） 
JAL7310 

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） 

日本近現代文学におけるアーリーモダニズム、モダニズム、戦前戦中戦後の連続と断絶などを歴史的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

とくにアジア太平洋戦争前後に焦点をあて、日本文学の歴史的な変化、連続と断絶などに注目しつつ文献を研究する。 

テクスト分析からさらに進んで、各自の研究テーマを論文執筆に結びつけるべく、日本文学研究の論点や方法論を身につける。 

必要に応じて、出版メディア動向の研究、メディアミックスの研究、言語表現と非言語表現に関わる研究、ジェンダーとセクシュア

リティに関する研究など、文学研究に隣接するジャンルの研究成果をも参照する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表 

3. 研究発表 

4. 研究発表 

5. 研究発表 

6. 研究発表 

7. 研究発表 

8. 研究発表 

9. 研究発表 

10. 研究発表 

11. 研究発表 

12. 研究発表 

13. 研究発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテクストをあらかじめ研究して出席する 

授業時のディスカッション、コメントを反映し、期末レポートを作成する 

各自の研究の進度に応じ、学会発表準備や学会誌寄稿準備を行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメ作成、発表、ディスカッションへの積極的な参加(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業開始時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

川崎賢子が編集委員として運営に参加する２０世紀メディア研究所のサイトです。 

研究発表、機関誌（査読あり）への寄稿を歓迎します。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG305／日本文学特殊研究 Ｐ３Ａ 

(Studies in Japanese Literature P3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物語絵巻の研究と実践 1 

担当者名 

（Instructor） 
稲本 万里子(INAMOTO 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） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「病草紙」を題材に、文学・美術史学・歴史学を横断する研究や、ジェンダー＆セクシュアリティ分析、クラスの視点からの分析な

ど、絵巻研究の方法を学んだうえで、文字テキストと絵の比較をとおして絵巻研究を実践し、新たな学説を導き出す力をつける。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 物語の絵画化は物語の解釈でもある。物語が絵に変換されるとき、物語のどのような情景が選択され、どのように表現されてい

るのか。絵のなかでは、何が強調され、何が省略されているのか。それは、注文主のどのような意図によるものか。春学期は、

「病草紙」の詞書と絵を比較することで、文字テキストと絵の差異を読み解く力を蓄える。 

 授業前半は講義形式、後半は演習形式でおこなう。まずはじめに、美術史と絵巻の概説をおこなったうえで、「病草紙」を全巻鑑

賞しながら、研究の現況を紹介していく。後半は、「病草紙」のなかからひとつの場面を選び、詞書と絵を比較することで、絵画化

の様相や情景選択について発表してもらい、全員で討論する。発表後 1 週間以内に、講評を私のブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップするので、それを読んで発表原稿を訂正し、発表内容をさらに深めてレポートとして

提出してもらう。他の受講生の講評もよく読んで、よりよい発表とレポートにしてもらいたい。 

 また、現在私たちが作品を鑑賞する場のひとつになっている“展覧会”というイベントについて考えるために、授業期間中に開催

されている日本美術の展覧会を紹介し、美術館・博物館が抱えている問題点を指摘する。春学期は、ボストン美術館展（東京都

美術館、4/16～7/5）で展示される「平治物語絵巻」の予習をおこなうので、展覧会場に足を運んでもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 展覧会の見方 

3. 美術史概説 

4. 絵巻概説 

5. 「平治物語絵巻」予習 

6. 「病草紙」研究 1 

7. 「病草紙」研究 2 

8. 「病草紙」研究 3 

9. 「病草紙」研究 4 

10. 受講生による口頭発表 1 

11. 受講生による口頭発表 2 

12. 受講生による口頭発表 3 

13. 受講生による口頭発表 4 

14. レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・口頭発表の準備をする。 

・口頭発表を終えたら、ブログの講評を読んで、発表原稿を訂正して、レポートを完成させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表、レポート、ディスカッションへの参加度により総合的に判断する。(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会編、1972、『字典かな―出典明記―改訂版』、笠間書院 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野みどり、1997、『風流 造形 物語―日本美術の構造と様態』、スカイドア 

2. 加須屋誠、2003、『仏教説話画の構造と機能―彼岸と此岸のイコノロジー―』、中央公論美術出版 
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3. 加須屋誠・山本聡美編、2017、『病草紙』、中央公論美術出版 

 その他の文献は授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講生の人数により、時間配分が変わることがある。 

・授業の前半は毎回液晶プロジェクターを使用して、スライドを映写しながら、絵巻の技法と表現法について説明するので、映写

時はスライドをじっくり見てもらいたい。 

・口頭発表については、受講生と相談しながら決める。口頭発表に対する講評は、発表後 1 週間以内に、ブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG306／日本文学特殊研究 Ｐ３Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物語絵巻の研究と実践 2 

担当者名 

（Instructor） 
稲本 万里子(INAMOTO 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） 
JAL7310 

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） 

 徳川・五島本「源氏物語絵巻」を題材に、文学・美術史学・歴史学を横断する研究や、ジェンダー＆セクシュアリティ分析、クラス

の視点からの分析など、絵巻研究の方法を学んだうえで、物語と絵の比較をとおして絵巻研究を実践し、新たな学説を導き出す

力をつける。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 物語の絵画化は物語の解釈でもある。物語が絵に変換されるとき、物語のどのような情景が選択され、どのように表現されてい

るのか。絵のなかでは、何が強調され、何が省略されているのか。それは、注文主のどのような意図によるものか。秋学期は、

『源氏物語』と徳川・五島本「源氏物語絵巻」を比較することで、物語と絵の差異を読み解く力を蓄える。 

 授業前半は講義形式、後半は演習形式でおこなう。まずはじめに、美術史と絵巻の概説をおこなったうえで、徳川・五島本「源

氏物語絵巻」を一場面ずつ鑑賞しながら、研究の現況を紹介していく。後半は、徳川・五島本「源氏物語絵巻」のなかからひとつ

の場面を選び、『源氏物語』と比較することで、絵画化の様相や情景選択について発表してもらい、全員で討論する。発表後 1週

間以内に、講評を私のブログ http://blog.livedoor.jp/mariko 

1961/にアップするので、それを読んで発表原稿を訂正し、発表内容をさらに深めてレポートとして提出してもらう。他の受講生の

講評もよく読んで、よりよい発表とレポートにしてもらいたい。 

 また、現在私たちが作品を鑑賞する場のひとつになっている“展覧会”というイベントについて考えるために、授業期間中に開催

されている日本美術の展覧会を紹介し、美術館・博物館が抱えている問題点を指摘する。今秋は、五島美術館で「源氏物語絵

巻」の全巻展示がおこなわれるので、展覧会場に足を運んでもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 美術史概説 

3. 絵巻概説 

4. 「源氏物語絵巻」概説 

5. 展覧会の見方 

6. 「源氏物語絵巻」研究 1 

7. 「源氏物語絵巻」研究 2 

8. 「源氏物語絵巻」研究 3 

9. 「源氏物語絵巻」研究 4 

10. 受講生による口頭発表 1 

11. 受講生による口頭発表 2 

12. 受講生による口頭発表 3 

13. 受講生による口頭発表 4 

14. レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・口頭発表の準備をする。 

・口頭発表を終えたら、ブログの講評を読んで、発表原稿を訂正して、レポートを完成させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表、レポート、ディスカッションへの参加度により総合的に判断する。(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲本万里子、2018、『源氏絵の系譜―平安時代から現代まで』、森話社 
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参考文献（Readings） 

1. 秋山光和、1964、『平安時代世俗画の研究』、吉川弘文館 

2. 秋山虔・田口榮一監修、1988、『豪華［源氏絵］の世界 源氏物語』、学習研究社 

3. 佐野みどり、1997、『風流 造形 物語―日本美術の構造と様態』、スカイドア 

4. 佐野みどり、2000、『じっくり見たい「源氏物語絵巻」』、小学館 

5. 新関公子監修、稲本万里子・池上英洋編著、2007、『イメージとテキスト―美術史を学ぶための 13 章』、ブリュッケ 

6. 田口榮一監修、稲本万里子・木村朗子・龍澤彩、2009、『すぐわかる源氏物語の絵画』、東京美術 

その他の文献は授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講生の人数により、時間配分が変わることがある。 

・授業の前半は毎回液晶プロジェクターを使用して、スライドを映写しながら、絵巻の技法と表現法について説明するので、映写

時はスライドをじっくり見てもらいたい。 

・口頭発表については、受講生と相談しながら決める。口頭発表に対する講評は、発表後 1 週間以内に、ブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG309／日本文学特殊研究 Ｐ５Ａ 

(Studies in Japanese Literature P5A) 

担当者名 

（Instructor） 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

井野 葉子(INO YOKO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究あるいは日本語学研究において、受講者の専門的領域にかかわる多種多様な方法や視点について，高度に専門

的な立場から、体系的な知識の獲得とその理解を身につけることを目標に自主講座を展開する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動における知的リーダーシップの発揮(60%)/報告書(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG310／日本文学特殊研究 Ｐ５Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P5B) 

担当者名 

（Instructor） 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

井野 葉子(INO YOKO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

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） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究あるいは日本語学研究において、受講者の専門的領域にかかわる多種多様な方法や視点について，高度に専門

的な立場から、体系的な知識の獲得とその理解を身につけることを目標に自主講座を展開する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動における知的リーダーシップの発揮(60%)/報告書(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG311／日本文学特殊研究 Ｐ６Ａ 

(Studies in Japanese Literature P6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アカデミックライティングの一環として、博士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

の、基礎的な力を確認し、確かなものとすることを目指す。  

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちでアウトプットするためのステップを学んでいく。また、その実践的トレーニングとして、段階的にミニ・レポートを作成す

る。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明  

2. 研究・ライティングの意義とねらい 

3. レポートの書き方①テキスト「１」の検討 

4. レポートの書き方②テキスト「２」の検討  

5. レポートの書き方③テキスト「３」の検討 

6. レポートの書き方④テキスト「４」の検討 

7. レポートの準備①作品の概要執筆 

8. レポートの準備②先行研究（80年代以前）の批判的検討 

9. レポートの準備③先行研究（90年代以降）の批判的検討 

10. レポートの準備④ボディの検討  

11. レポートの準備⑤結論・展開と論文構成 

12. ミニ・レポートのチェックポイント 

13. ミニ・レポートの相互チェック  

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献を自主的に読み、自身の研究の位置づけについて、具体的に検討すること。なお、授業では、論文の書き方について学

ぶと同時に、太宰治「春の盗賊」（予定）をサンプルに、短いレポートを作成する。そのために必要な作業・思考を、適宜課すことに

なる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(70%)/提出物(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小笠原喜康、2018、『最新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社 (ISBN:978-4065135020) 

太宰治『春の盗賊』（新潮文庫ほか） 

 

参考文献（Readings） 

1. 野矢茂樹、2017、『大人のための国語ゼミ』、山川出版社 (ISBN:978-4634151215) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG312／日本文学特殊研究 Ｐ６Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング応用 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

アカデミックライティングの一環として、博士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

に、基礎をふまえて応用する力を確認し、確かなものにすることを目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちで、実際にアウトプットして検討する。具体的には、任意の作品を対象とした受講生のレポートを素材として、分析・検討

をした上で、ディスカッションを行う。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明 

2. レポートの書き方／読み方 

3. レポートについてのレジュメの作成 

4. レポートの検討①書式の確認 

5. レポートの検討②要素の整理 

6. レポートの検討③用語の吟味 

7. レポートの検討④全体の構成 

8. レポートの検討⑤分量の調整 

9. レポートの検討⑥引用と論旨 

10. レポートの検討⑦読者の想定 

11. レポートの検討⑧ブラッシュアップ 

12. レポートの自己点検 

13. レポートのチェック・リスト 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学会誌等に掲載の論文を積極的に読み、検討を経た上で、自身の実践につなげていくこと。なお、実践のためのテクストとして

は、岡本かの子「河明り」を予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(70%)/提出物(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、授業時に資料・サンプル等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2002、『レポート・論文の書き方入門』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766409697) 

2. 松本和也編、2016、『テクスト分析入門』、ひつじ書房 (ISBN:978-4894768369) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として、受講は日本文学研究 P６Ａを履修した者に限る。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG351／日本語学特殊研究 Ｐ１Ａ 

(Studies in the Japanese Language P1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢語副詞の歴史的研究 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 卓(KAWASE SUGURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語史研究に必要な専門知識および手法を身に付け、それを自らの研究に応用できるようになることを目標とします。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

鳴海伸一『日本語における漢語の変容の研究―副詞化を中心として―』（ひつじ書房、2015 年）を読み進めます。著者の意図す

るところをくみとりながら、内容を過不足なく押さえます。そのうえで、研究史上に正確に位置づけ、問題点を指摘し、発展的な解

決方法を見出します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（予習）演習担当者は入念に準備を行ってください。見やすく、要点を押さえた演習資料を作成してください。担当者以外の受講生

も該当章をあらかじめ読み、問題となりそうな点を考えておいてください。 

（復習）授業で話題となった事象について関連文献を調べたり、授業中に紹介された参考文献を読んだりして、理解を深めてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鳴海伸一、2015、『日本語における漢語の変容の研究―副詞化を中心として―』、ひつじ書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG352／日本語学特殊研究 Ｐ１Ｂ 

(Studies in the Japanese Language P1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文法変化の研究 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 卓(KAWASE SUGURU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

文法変化がいかなるものなのか、それをどう捉えればいいのか理解すること、そしてそれを自らの研究に応用できるようになるこ

とを目標とします。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小柳智一『文法変化の研究』（くろしお出版、2018 年）を読み進めます。著者の意図するところをくみとりながら、内容を過不足なく

押さえます。そのうえで、研究史上に正確に位置づけ、問題点を指摘し、発展的な解決方法を見出します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（予習）演習担当者は入念に準備を行ってください。見やすく、要点を押さえた演習資料を作成してください。担当者以外の受講生

も該当章をあらかじめ読み、問題となりそうな点を考えておいてください。 

（復習）授業で話題となった事象について関連文献を調べたり、授業中に紹介された参考文献を読んだりして、理解を深めてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小柳智一、2018、『文法変化の研究』、くろしお出版 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG353／日本語学特殊研究 Ｐ２Ａ 

(Studies in the Japanese Language P2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。この学期ではテキストの１講から７講を取り上げる計

画である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 動詞の活用 

3. 動詞化 

4. 動詞の音便 

5. 動詞の格支配 

6. 代動詞 

7. 動詞の意思性 

8. ボイス、受身 

9. 自発・可能 

10. 使役 

11. 助動詞の分類 

12. 名詞述語文 

13. 代用形式「あり」の解釈 

14. 喚体句 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に示した内容のテキスト該当ページを予習すること。復習は授業内容を再確認し、古典諸資料より類例を探索すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG354／日本語学特殊研究 Ｐ２Ｂ 

(Studies in the Japanese Language P2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

日本語古典文法の全体像を把握し、歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。この学期ではテキストの８講から１４講を取り上げる計

画である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 否定 

3. テンス・アスペクト 

4. き・けり 

5. つ・ぬ 

6. り・たり 

7. 局面動詞 

8. 法助動詞 

9. べし・なり 

10. めり 

11. 推量の助動詞 

12. けむ 

13. 反実仮想 

14. 勧誘・行為要求表現 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に示した内容のテキスト該当ページを予習すること。復習は授業内容を再確認し、古典諸資料より類例を探索すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG371／中国文学特殊研究 Ｐ１Ａ 

(Studies in Chinese Literature P1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文訓読論 

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） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・漢文訓読法の文明史的意義について認識する。 

・漢文訓読法の概要を理解する。 

・漢文訓読法の知識を漢文資料の読解に適用する。 

・上記の知見を踏まえることにより、各自の研究を進めるための高次の視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業時間を前半と後半に分けて実施する。 

前半では、漢文訓読法の文明史的意義について、教員の講義および参加者による参考文献輪読により理解を深める。 

後半では、授業期間の最初、漢文訓読法の基礎知識の習得に努め、残りの期間においては資料読解の実践的練習を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１）  

3. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（２）  

4. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（３）  

5. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（４）  

6. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（５）  

7. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（６）  

8. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（７）  

9. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（８）  

10. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（９）  

11. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１０）  

12. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１１）  

13. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１２）  

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告については担当者による事前準備のほか、対象テキストを他の参加者も予習する。 

漢文訓読には語学学習としての側面があることから、予習と復習は必須。 

詳しくは授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・報告(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。必要と判断した場合には指定書籍の購入を指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金文京、2010、『漢文と東アジア 訓読の文化圏』、岩波書店 (ISBN:9784004312628) 

2. 中村春作編、2014、『東アジア海域に漕ぎだす ５ 訓読から見なおす東アジア』、東京大学出版会 (ISBN:9784130251457) 

3. 宮本徹・松江崇、2019、『漢文の読み方 原典読解の基礎』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595319266) 

4. 前野直彬、2015、『漢文入門』、筑摩書房 (ISBN:9784480097095) 

5. 前野直彬、2018、『精講 漢文』、筑摩書房 (ISBN:9784480098689) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PG372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG372／中国文学特殊研究 Ｐ１Ｂ 

(Studies in Chinese Literature P1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国哲学文献研究 

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） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・漢文訓読法を用いて中国哲学の資料を読解できる。 

・資料から思想的内容を正確に読み取り、哲学的・文学的あるいは比較文明学的観点から評価できる。 

・上記の知見を踏まえることにより、各自の研究を進めるための高次の視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国哲学の資料を，漢文訓読法を用いて読解する。あわせて，その内容がいかなる射程を備えているかについて議論する。  

テキストとしては、「漢文大系」もしくは「漢籍国字解全書」所収の中国古典を用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（１） 

3. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（２） 

4. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（３） 

5. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（４） 

6. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（５） 

7. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（６） 

8. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（７） 

9. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（８） 

10. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（９） 

11. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（10） 

12. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（11） 

13. 中国哲学資料の漢文訓読による読解と議論（12） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者は一定量を分担し、本文ならびに注の訓読と日本語訳を用意する。担当に当たっていない参加者も、次回に読むべき範

囲を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・報告(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなどを配付する。 

 

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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■PH101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 625 - 

■PH254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH301／フランス文学特殊研究 １Ａ 

(Study in French Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス十九世紀小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説テクストの読解を通じて、自らの研究の基盤となる文学研究の方法論について考え、また批評の様々なテクニックを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ギュスターヴ・フローベールの『感情教育』（1869）を精読する。長編小説なので、授業ではすべてを読むのは不可能だが、とりあ

えず高級娼婦ロザネットに関わるパッセージから読み始めたい。また、フランス語のテキストの精読と並行して，文学テキストの分

析の仕方を学ぶため，様々な批評の抜粋を読ませる予定である。フローベールはいわゆるヌーヴェル・クリティック以後の批評が

もっとも好んで取り上げた作家でもあり，この作家に関する代表的な論考を通じて，文芸批評の様々なアプローチに触れることが

できるはずだ。受講者各人が、自らの問題関心に応じて、積極的に取り組んでくれることを期待している。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始時までに、あらかじめ原文で作品を一通り通読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

博士後期課程の学生には一段と高度な内容を求めることになる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gustave Flaubert. 2013. L'education sentimentale. GF Flammarion 

 

参考文献（Readings） 

1. Gisele Seginger. 2017. Dictionnaire Flaubert. Honore Champion 

2. Eric Le Calvez. 2017. Dictionnaire Gustave Flaubert. Classiques Garnier 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH303／フランス文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in French Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

おもに 20 世紀フランス文学を代表する小説、プルーストの『失われた時を求めて』を素材にして、フランス語テクストの精読をおこ

ないながら、博士論文を書くうえで役に立つ文学研究の方法論を習得する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

おもに『失われた時を求めて』の抜粋や研究論文を読みながら、文学作品をフランス語で分析し論じるためのコツを身につけても

らう。今学期は、文学史上の正典と探偵小説というジャンルの関係について考える。必要に応じて、プルースト研究の蓄積を例に

とり、伝記研究、テーマ批評、ナラトロジー（物語の技法論）、脱構築、表象文化史的アプローチ、ディスクール分析、草稿研究（生

成批評）など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法を、受講者自身の研究対象に応

用する機会にもしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(30%)/発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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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■PH304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH304／フランス文学特殊研究 ２Ｂ 

(Study in French Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学と第一次世界大戦 

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） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アランの戦争論を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないながら、博士論文を書くうえで役に立つ文学研究の方法論を

習得する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学者アランの戦争論『マルスあるいは裁かれた戦争』（1921年刊、増補版 1936 年刊）を精読する。これはアランが第一次世界

大戦に兵士として参加した経験をもとにして書いたエッセーである。「愛国心」「美」「情念」「利害」といったキーワードをあつかった

章からはじめ、履修者の関心にあわせて、多くの章を読み進めたい。必要に応じて、第一次世界大戦をきっかけにして書かれた

ほかの作品（フランスの小説や評論）とも比較する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読、発表、ディスカッション１ 

3. 精読、発表、ディスカッション２ 

4. 精読、発表、ディスカッション３ 

5. 精読、発表、ディスカッション４ 

6. 精読、発表、ディスカッション５ 

7. 精読、発表、ディスカッション６ 

8. 精読、発表、ディスカッション７ 

9. 精読、発表、ディスカッション８ 

10. 精読、発表、ディスカッション９ 

11. 精読、発表、ディスカッション１０ 

12. 精読、発表、ディスカッション１１ 

13. 精読、発表、ディスカッション１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(30%)/発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH305／フランス文学特殊研究 ３Ａ 

(Study in French Literature 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学ぶ。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/発表(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH306／フランス文学特殊研究 ３Ｂ 

(Study in French Literature 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学ぶ。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/発表(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH309／フランス文学特殊研究 ５Ａ 

(Study in French Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ルソー『告白』から：フランス自伝文学の世界への招待 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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。 

 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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。またこの授業では「草稿」も（少しだけ）読みます。いわゆ

る「草稿研究」をおこなうわけではありませんが、「草稿」が思いがけぬ「発見」、あるいは読解のヒントを与えてくれることをことを

確認し、博士論文執筆の参考となるようにします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 作品の背景について 

3. テクスト読解（１） 

4. テクスト読解（２） 

5. テクスト読解（３） 

6. テクスト読解（４） 

7. テクスト読解（５） 

8. テクスト読解（６） 

9. テクスト読解（７） 

10. テクスト読解（８） 

11. テクスト読解（９） 

12. テクスト読解（１０） 

13. テクスト読解（１１） 

14. テクスト読解（１２）＋まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テクストと草稿の読解はもちろんのこと、作品全体の理解につとめてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加態度(30%)/課題(30%)/授業内での報告(30%)/テクスト理解度(10%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピー配布。さらに電子版テキストを使用。 

 

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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■PH310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH310／フランス文学特殊研究 ５Ｂ 

(Study in French Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
モンテスキュー『法の精神』から：フランス政治哲学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モンテスキュー『法の精神』を精読しつつ、そこから過去の、現在のフランス、フランスの政治、政治制度、政治思想について多角

的に考えます。 

 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『法の精神』の精読を通じて、西欧政治思想史とその諸問題のみならず、フランスとは何か、フランス革命とは何か、近代民主主

義とは何か、政治文化とは何か、さらには宗教と政治の関係についても概観を示します。 

「政体論」といわれるものや、「三権分立」（の神話）、「風土」について概説します。 

すっかり政治思想研究から姿を消してしまった「政体論」に、実は現代世界を理解する鍵があるのではないか、そんな視点から作

品を読んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入  

2. 作品の背景について 

3. テクスト読解（１） 

4. テクスト読解（２） 

5. テクスト読解（３） 

6. テクスト読解（４） 

7. テクスト読解（５） 

8. テクスト読解（６） 

9. テクスト読解（７） 

10. テクスト読解（８） 

11. テクスト読解（９） 

12. テクスト読解（１０） 

13. テクスト読解（１１） 

14. テクスト読解（１２）＋まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テクストの読解はもちろんのこと、作品全体の理解につとめてください。参考文献は、初回授業で指示します。 

 

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%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

翻訳は正直なところ、選択肢が少ないので、岩波文庫版でよいです。 

 

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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■PH351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH351／フランス語学特殊研究 １Ａ 

(Study in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文や専門的な研究論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、中世フランスの作品等を題材に、フランス

語テクストの精読を行う。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、受講生の関心とレベルに合わせ

て具体的な訓練を行う。 

またフランス語の歴史を概説し、古フランス語・中フランス語の文法についての初歩的な説明を行った後、12 世紀テクストの抜粋

などを読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方、図書館ガイダンス 

5. 古フランス語入門１ 

6. 古フランス語入門２ 

7. 中世フランス文学概説 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回訳読を行うので、準備が必要。また、各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

平常点で評価しつつ、最終的に博士論文に繋げる。全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オンラインの仏語辞書サイト 

http://micmap.org/dicfro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■PH352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH352／フランス語学特殊研究 １Ｂ 

(Study in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文および専門的な研究論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、具体的な訓練を行う。春学期に

扱った作品のほか、15,6 世紀のテクストを取り上げ、詳読を行う。あわせて背景となるフランスの文化や歴史についても案内を行

う。 

学生による各自の研究テーマの簡単な発表も予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方 

5. 中世フランス語入門 

6. テーマ的検討 1 

7. テーマ的検討 2 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回訳読を行うので、準備が必要。また各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

平常点で評価しつつ、最終的に博士論文に繋げる。全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期のフランス語学特殊研究１Aを受講していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■PI101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 637 - 

■PI102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 640 - 

■PI106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 641 - 

■PI151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 642 - 

■PI152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 643 - 

■PI153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 644 - 

■PI154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 645 - 

■PI155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 646 - 

■PI156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 647 - 

■PI201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 648 - 

■PI202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 649 - 

■PI203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 650 - 

■PI205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 651 - 

■PI206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 652 - 

■PI251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 653 - 

■PI252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 654 - 

■PI253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 655 - 

■PI254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 656 - 

■PI255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 657 - 

■PI256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 658 - 

■PI301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI301／ドイツ文学特殊研究 ８Ａ 

(Study in German Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Arthur Schnitzler 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Die Studierenden sollen ein Verständnis vom Werk Arthur Schnitzlers erlangen und selbständig Texte des Autors analysieren 

und kontextualisieren.  

 

Students are also expected implement a research design in order collect and analyze data regarding learner identity for 

presentation or publication.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Arthur Schnitzler ist der literarische Chronist der Wiener Gesellschaft der Jahrhundertwende bzw. des frühen 20. Jahrhunderts 

und ein scharfsichtiger Analytiker der Umbrüche seiner Zeit.  Im vorliegenden Seminar werden Beispiele aus seinen 

Erzähltexten und seinem dramatischen Werk erörtert, wobei besonders auf die politischen, philosophischen und 

psychoanalytischen Diskurse der Zeit eingegangen wird.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Arthur Schnitzler: Einführung  

2. Anatol I 

3. Anatol II 

4. Anatol III 

5. Flucht in die Finsternis I 

6. Flucht in die Finsternis II 

7. Flucht in die Finsternis III 

8. Liebelei I 

9. Liebelei II 

10. Liebelei III 

11. Traumnovelle I 

12. Traumnovelle II 

13. Traumnovelle III 

14. Zusammenfassung 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Textlektüre, Vorbereitung von Impulsreferaten 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

A greater expectation of task fulfillment beyond the Master's level across  all assigned work is expected. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Texte werden im Unterreich verteilt 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 659 - 

■PI302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI302／ドイツ文学特殊研究 ８Ｂ 

(Study in German Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Peter Handke 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 

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） 

Die Studierenden sollen Texte des Autors aus den verschiedenen Schaffensperioden lesen und analysieren.  

 

Students are also expected implement a research design in order collect and analyze data regarding learner identity for 

presentation or publication.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Mit der Verleihung des Literaturnobelpreises 2019 an Peter Handke ist der Autor abermals in den Blick der literarischen 

Weltöffentlichkeit geraten. Bereits seit seinem ersten öffentlichen Auftritt in Princeton 1966 (Gruppe 47) vermag der 

Österreicher zu polarisieren. Im vorliegenden Seminar werden die Debatten um den politischen Kommentator und die öffentliche 

Person Handke beiseite gelassen; stattdessen werden die Texte aus den verschiedenen Schaffensperioden des Schriftstellers 

zurück ins Zentrum der Betrachtung gerückt. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Peter Handke: Einführung  

2. Publikumsbeschimpfung (1966) I 

3. Der kurze Brief zum langen Abschied (1972) I 

4. Der kurze Brief zum langen Abschied (1972) II 

5. Der Chinese des Schmerzes (1983) I 

6. Der Chinese des Schmerzes (1983) II 

7. Die Wiederholung (1986) I 

8. Die Wiederholung (1986) II 

9. Essays (5 Versuche) (1990 - 2013) I 

10. Essays (5 Versuche) (1990 - 2013) II 

11. Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994) I 

12. Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994) II 

13. Die Obstdiebin (2017) I 

14. Die Obstdiebin (2017) II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Textlektüre, Vorbereitung von Impulsreferaten  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

A greater expectation of task fulfillment beyond the Master's level across  all assigned work is expected. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Texte werden im Unterricht verteilt  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 660 - 

■PI311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI311／ドイツ語教育特殊研究 １Ａ 

(Studies in German Language Teaching 1A) 

担当者名 

（Instructor） 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究者・教育者に必要な研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院在籍の院生全員が履修する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者は事前に概要を告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI312／ドイツ語教育特殊研究 １Ｂ 

(Studies in German Language Teaching 1B) 

担当者名 

（Instructor） 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

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） 

研究者・教育者として必要な研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院生全員が履修する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は事前にテーマを告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI321／ドイツ文化史特殊研究 Ａ 

(Studies in German Cultural History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Deutschland und die „Gelbe Gefahr“: Deutsche Japanbilder, 1895–1918 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand deutsch-

japanischer und japanisch-deutscher Übersetzungen, Förderung der aktiven Verwendung der deutschen Wissenschaftssprache 

durch aktive Teilnahme an Diskussionen im Unterricht und Halten eines Kurzreferats in deutscher Sprache 

 

Acquiring skills in academic writing and deepening text comprehension by practising translations from German to Japanese and 

vice versa; promotion of the active use of German academic language through active participation in in-class discussions and 

the presentation of a short paper in German 

 

Students are also expected implement a research design in order collect and analyze data regarding learner identity for 

presentation or publication.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Anhand des Schlagworts der „Gelben Gefahr“ werden wir die deutsche Wahrnehmung Japans im Zeitraum des späten 

neunzehnten Jahrhundert bis zum Ende des ersten Weltkriegs untersuchen. Die rapide militärische und wirtschaftliche 

Entwicklung Japans riefen bei deutschen Politikern aber auch in der Bevölkerung Ängste hervor, die unter dem Schlagwort 

„Gelbe Gefahr“ zusammengefasst wurden und das Japanbild in deutschen Medien zunehmend prägten. Eine besondere Rolle 

spielte in diesem Zusammenhang der deutsche Kaiser Wilhelm II., der wiederholt das Schreckensgespenst einer asiatischen 

Bedrohung für Europa heraufbeschwor und versuchte dieses Bedrohungsszenario zum Schmieden diplomatischer Allianzen zu 

nutzen. Der Kurs untersucht die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung des Schlagworts anhand deutscher und japanischer 

Forschungsliteratur sowie schriftlicher und bildlicher Primärquellen. 

 

Focussing on the catchphrase "Yellow Peril" we will examine German perceptions of Japan from the late nineteenth century 

through the end of the First World War. During that period, Japan's rapid military and economic development evoked fear among 

German politicians but also the populace at large, which were summarized by the catchphrase "Yellow Peril" and increasingly 

shaped the depiction of Japan in German media. The German emperor Wilhelm II. played a special role in this context. The 

monarch repeatedly raised the spectre of an Asian threat to Europe and tried to utilize this alleged threat to forge diplomatic 

alliances. In this course we examine the genesis, development, and dissemination of this catchphrase, drawing on German and 

Japanese research literature as well as on written and visual primary sources. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Organisatorische und thematische Einführung 

2. 1. Übersetzung 

3. 2. Übersetzung 

4. 3. Übersetzung 

5. 4. Übersetzung 

6. 5. Übersetzung 

7. 6. Übersetzung 

8. 7. Übersetzung 

9. 8. Übersetzung 

10. 9. Übersetzung 

11. 10. Übersetzung 

12. 11. Übersetzung 

13. 12. Übersetzung 

14. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Kursteilnehmer/innen müssen die Übersetzung der Texte zu Hause vorbereiten (ca. 1 Seite pro Woche). Darüber hinaus ist im 
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Laufe des Semesters ein Kurzreferat zu einem frei gewählten Thema, das in Zusammenhang mit dem übergeordneten Thema 

des Kurses steht, in deutscher Sprache vorzubereiten und zu halten. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Abgegebene Übersetzungen(40%)/Kurzreferat(30%)/Mitarbeit im Unterricht(30%) 

A greater expectation of task fulfillment beyond the Master's level across  all assigned work is expected. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI322／ドイツ文化史特殊研究 Ｂ 

(Studies in German Cultural History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Orte und Kulturen kolonialer Erinnerung in Deutschland und Japan 

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） 
GRL7842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

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） 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand deutsch-

japanischer und japanisch-deutscher Übersetzungen, Förderung der aktiven Verwendung der deutschen Wissenschaftssprache 

durch aktive Teilnahme an Diskussionen im Unterricht und Halten eines Kurzreferats in deutscher Sprache 

 

Acquiring skills in academic writing and deepening text comprehension by practising translations from German to Japanese and 

vice versa; promotion of the active use of German academic language through active participation in in-class discussions and 

the presentation of a short paper in German 

 

Students are also expected implement a research design in order collect and analyze data regarding learner identity for 

presentation or publication.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Kurs bietet eine Einführung in die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung, die einen wichtigen interdisziplinären Trend 

in den europäischen Geisteswissenschaften der letzten Jahrzehnte darstellt. Insbesondere werden zwei methodologische 

Zugänge zum Thema vorgestellt: Pierre Noras „Erinnerungsorte“ und Aleida und Jan Assmanns „kulturelles Gedächtnis“. Beide 

Ansätze werden durch konkrete Fallbeispiele aus Japan und Deutschland veranschaulicht. Im Mittelpunkt soll dabei nicht der 

häufig thematisierte Gegensatz zwischen der deutschen und der japanischen Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs stehen, 

sondern vielmehr der Umgang beider Nationen mit ihrer kolonialen Vergangenheit. Eine solche Schwerpunktsetzung verspricht 

einen differenzierteren Vergleich zwischen den Erinnerungskulturen der beiden Länder als die Gegenüberstellung eines 

Deutschlands, das „seine Lektion gelernt hat“, mit einem vermeintlich geschichtsvergessenen Japan. 

 

The course provides an introduction to cultural memory studies, which have become an important interdisciplinary trend in the 

European humanities in the last few decades. Special emphasis is placed on the following two methodological approaches to the 

subject: Pierre Nora's "sites of memory" (lieu de mémoire) and Aleida and Jan Assmann's "cultural memory". Both approaches 

will be illustrated by concrete case studies from Japan and Germany. Those case studies do not centre on the often-invoked 

difference between how Germany and Japan have come to terms with their respective roles during the Second World War but 

rather on the two nations' treatment of their colonial past. Such an emphasis promises a more nuanced comparison between 

the cultures of memory in the two countries than the contrasting of a Germany that "has learned its lesson" with the alleged 

historical amnesia of Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Organisatorische und thematische Einführung 

2. 1. Übersetzung 

3. 2. Übersetzung 

4. 3. Übersetzung 

5. 4. Übersetzung 

6. 5. Übersetzung 

7. 6. Übersetzung 

8. 7. Übersetzung 

9. 8. Übersetzung 

10. 9. Übersetzung 

11. 10. Übersetzung 

12. 11. Übersetzung 

13. 12. Übersetzung 

14. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Kursteilnehmer/innen müssen die Übersetzung der Texte zu Hause vorbereiten (ca. 1 Seite pro Woche). Darüber hinaus ist im 

Laufe des Semesters ein Kurzreferat zu einem frei gewählten Thema, das in Zusammenhang mit dem übergeordneten Thema 

des Kurses steht, in deutscher Sprache vorzubereiten und zu halten. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Abgegebene Übersetzungen(40%)/Kurzreferat(30%)/Mitarbeit im Unterricht(30%) 

A greater expectation of task fulfillment beyond the Master's level across  all assigned work is expected. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 671 - 

■PJ108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 672 - 

■PJ151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 673 - 

■PJ152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 674 - 

■PJ153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 675 - 

■PJ154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 676 - 

■PJ155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 677 - 

■PJ156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 678 - 

■PJ158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 679 - 

■PJ201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 680 - 

■PJ202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 681 - 

■PJ204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 682 - 

■PJ205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 683 - 

■PJ206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 684 - 

■PJ208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 685 - 

■PJ251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 686 - 

■PJ252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 687 - 

■PJ253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 688 - 

■PJ254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 689 - 

■PJ255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 690 - 

■PJ256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 691 - 

■PJ258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 692 - 

■PJ301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ301／比較文明学特殊研究 １ 

(Research on Comparative Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較方法研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本専攻独自の幅広い研究方法を理解し、発展させる。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に厳しいアカデミッ

クな批評方法を身につける。同時にハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等で通用する実践的な訓

練を行う。具体的には，以下を軸に進める。 

(1)これまでやってきた研究論旨の報告（論文の趣旨と構成，章立ての報告，今後の課題等） 

(2)現在進行中の研究報告（論文の章立てや各章の具体的な趣旨，なにを明らかにするか，あるいはどの点で試行錯誤している

か等） 

(3)論文執筆の途中経過報告 

どの場合も，報告ではレジュメと同時に，所定の分量の文章化した原稿を配付物とすること。議論の一環として原稿の相互添削

を取り入れる。 

詳細は１回目の授業で説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 授業内情報検索講習会（第２回-1） 

4. 授業内情報検索講習会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(50%)/授業参加度(50%) 

提出物の詳細は授業時に指示する。全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり，「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 
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 隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ302／比較文明学特殊研究 ２ 

(Research on Comparative Civilizations 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批判論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較文明学の独創的研究を進める。研究交流の場を提供する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に

厳しいアカデミックな批評方法を身につける。また同時に，ハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等

で通用する実践的な訓練を行う。報告ではレジュメと同時に，所定の分量（4,000 字程度）の文章化した原稿を配付物とすること。

議論の一環として原稿の相互添削を取り入れる。こうした活動により、自他の研究に対してその独創性を厳正に判断できるような

基準と視点を体得できるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 研究交流会（第２回-1） 

4. 研究交流会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の報告準備が当然必要。そのほかは適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(50%)/授業参加度(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなどを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり、「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 

隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ303／比較文明学特殊研究 ３ 

(Research on Comparative Civilizations 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『オリエンタリズム』を精読する。 

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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エドワード・W・サイード『オリエンタリズム』を精読する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習ではサイードの『オリエンタリズム』の精読を中心に、随時関連する批評家を参照する。参加者による報告と議論を軸に進

めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体説明 

2. オリエンタリズム読解＋報告１ 

3. オリエンタリズム読解＋報告２ 

4. オリエンタリズム読解＋報告３ 

5. オリエンタリズム読解＋報告４ 

6. オリエンタリズム読解＋報告５ 

7. オリエンタリズム読解＋報告６ 

8. オリエンタリズム読解＋報告７ 

9. オリエンタリズム読解＋報告８ 

10. オリエンタリズム読解＋報告９ 

11. オリエンタリズム読解＋報告 10 

12. オリエンタリズム読解＋報告 11 

13. オリエンタリズム読解＋報告 12 

14. 全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者は必ず事前にテキストを読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の演習参加度(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エドワード・W・サイード、1993、『オリエンタリズム 上』、平凡社ライブラリー (ISBN:978-4582760118) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ304／比較文明学特殊研究 ４ 

(Research on Comparative Civilizations 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文訓読論 

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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・漢文訓読法の文明史的意義について認識する。 

・漢文訓読法の概要を理解する。 

・漢文訓読法の知識を漢文資料の読解に適用する。 

・上記の知見を踏まえることにより、各自の研究を進めるための高次の視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業時間を前半と後半に分けて実施する。 

前半では、漢文訓読法の文明史的意義について、教員の講義および参加者による参考文献輪読により理解を深める。 

後半では、授業期間の最初、漢文訓読法の基礎知識の習得に努め、残りの期間においては資料読解の実践的練習を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１）  

3. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（２）  

4. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（３）  

5. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（４）  

6. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（５）  

7. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（６）  

8. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（７）  

9. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（８）  

10. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（９）  

11. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１０）  

12. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１１）  

13. 講義・報告と議論、漢文読解の実践練習（１２）  

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告については担当者による事前準備のほか、対象テキストを他の参加者も予習する。 

漢文訓読には語学学習としての側面があることから、予習と復習は必須。 

詳しくは授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・報告(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。必要と判断した場合には指定書籍の購入を指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金文京、2010、『漢文と東アジア 訓読の文化圏』、岩波書店 (ISBN:9784004312628) 

2. 中村春作編、2014、『東アジア海域に漕ぎだす ５ 訓読から見なおす東アジア』、東京大学出版会 (ISBN:9784130251457) 

3. 宮本徹・松江崇、2019、『漢文の読み方 原典読解の基礎』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595319266) 

4. 前野直彬、2015、『漢文入門』、筑摩書房 (ISBN:9784480097095) 

5. 前野直彬、2018、『精講 漢文』、筑摩書房 (ISBN:9784480098689) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PJ305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ305／比較文明学特殊研究 ５ 

(Research on Comparative Civilizations 5) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士号取得に必要な能力の涵養 

 

授業の内容（Course Contents） 

非沖縄人による、沖縄を描いた文芸作品や評論の精読。とりあげるのは比較的古い作品とする。火野葦平、梶山季之、佐木隆

三、竹中労、岡本太郎など。後半に一人一回、描かれた沖縄に関する報告を行う。 博士課程の学生にふさわしいレベルの報告

やコメントを要求する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. テキスト精読 

3. テキスト精読 

4. テキスト精読 

5. テキスト精読 

6. テキスト精読 

7. テキスト精読 

8. テキスト精読 

9. テキスト精読 

10. テキスト精読 

11. テキスト精読 

12. 各自のテーマによる報告 

13. 各自のテーマによる報告 

14. 授業のまとめと討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定テキストを熟読し、質問やコメントを考えてくる。指定された日程に報告すべく、各自でテーマを決めて調査や文献収集を行

い、報告の準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(50%)/授業参加度(50%) 

全出席が前提である。全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 火野葦平、1958、『火野葦平選集』、東京創元社 

2. 西村京太郎編、1986、『沖縄ミステリー傑作選』、河出文庫 

3. 梶山季之、1976、『那覇心中』、講談社 

4. 竹中労、2002、『琉球共和国』、ちくま文庫 

5. 岡本太郎、2002、『沖縄文化論』、中公叢書 

テキストはコピーを配布する。文献の追加や入れ替えもある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 東峰夫、『オキナワの少年』 

2. 知念正真、『人類館』 

3. 久住ふさ子、『滅びゆく琉球女の手記』 

4. 岡本恵徳・他編、『沖縄文学選：日本文学エッジからの問い』 

5. 目取真俊、『沖縄/草の声・根の意志』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PJ306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ306／比較文明学特殊研究 ６ 

(Research on Comparative Civilizations 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
境界論 

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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ある時期まで、日本の文芸批評は同時代の人文知をリードする存在であった。この授業では伊藤整、三島由紀夫の文芸批評を

精読する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者は毎回レジュメ作成（教科書の読解＋引用文献の読解）。その後でディスカッション。各自の積極的な参加を期待する。伊

藤整の『小説の認識』を事前に入手しておくこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テクストの読解＆討議 

3. テクストの読解＆討議 

4. テクストの読解＆討議 

5. テクストの読解＆討議 

6. テクストの読解＆討議 

7. テクストの読解＆討議 

8. テクストの読解＆討議 

9. テクストの読解＆討議 

10. テクストの読解＆討議 

11. テクストの読解＆討議 

12. テクストの読解＆討議 

13. テクストの読解＆討議 

14. テクストの読解＆討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメを作成。書中で引用されている文献にもあたってもらう。他の受講者もテクストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/発表内容(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 701 - 

■PJ307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ307／比較文明学特殊研究 ７ 

(Research on Comparative Civilizations 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語詩論 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語による詩をめぐって、言語表現についての理解を深め、各自の課題を探求する。詩と散文、韻文と散文の関係などを考

え、日本語表現の可能性を考える。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に詩に関する講義と、履修者による発表および討議を中心とする。詩作品と詩論を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 近代以降の日本語詩(明治期から大正期)についての概論１＝講義。(資料は配布する。) 

3. 近代以降の日本語詩(大正期から戦時中)についての概論２＝講義。(資料は配布する。) 

4. 近代以降の日本語詩(戦後から現在)についての概論３＝講義。(資料は配布する。) 

5. 履修者による発表と討議１。 

6. 履修者による発表と討議２。 

7. 履修者による発表と討議３。 

8. 履修者による発表と討議４。 

9. 履修者による発表と討議５。 

10. 履修者による発表と討議６。 

11. 履修者による発表と討議７。 

12. これまでの内容をふまえての講義１。 

13. これまでの内容をふまえての講義２。 

14. まとめ。【レポート提出。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の関心に基づく内容で発表をおこなうため、授業時間外に内容とレジュメ等の準備をする必要がある。授業前、授業後など

に、資料や書籍に目を通す必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/課題の発表等(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 荒川洋治、2012、『詩とことば』、岩波書店 

資料は必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ308／比較文明学特殊研究 ８ 

(Research on Comparative Civilizations 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代哲学・社会思想の重要文献を読む 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献講読を通じて、現代哲学・社会思想の文献読解・思想解釈の方法を身につける。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回講読箇所を決め、担当者が作成したレジュメを元に読解をすすめ、そのテーマについて議論をします。 

 

講読テクストは履修者の関心と担当者の専門を加味して決定します。なお、本授業の担当者の専門は、現代西洋哲学、社会思

想です。 

現在のところは以下を念頭においています。基本的に原著（英語）を用いますが、邦訳や他の言語での翻訳版も適宜参照しま

す。 

 

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Harvest Book, 1973. 

（ハンナ・アーレント『全体主義の起原』全 3 巻、みすず書房（新版）） 

 

Judith Butler, Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism, Columbia UP, 2013. 

（ジュディス・バトラー『分かれ道 ユダヤ性とシオニズム批判』青土社、2019） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献購読 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当箇所を読んでくる。担当者はレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に紹介します 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PJ309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ309／比較文明学特殊研究 ９ 

(Research on Comparative Civilizations 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
２０世紀批評と思想 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀思想の中から、特に学生の関心の高い三人の批評家・思想家を選び、具体的なテキストの検討を行う。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アンリ・ベルクソン『創造的進化』、ベルナール・スティグレール『技術と時間』、イヴ・コゾウィスキー・セジウィック『男同士の絆』の

三冊をテキストとして考えている。網羅できないので、必要と思われる箇所を精読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ベルナール・スティグレールについて概説する 

2. スティグレール『技術と時間』（１） 

3. スティグレール『技術と時間』（２） 

4. スティグレール『技術と時間』（３） 

5. スティグレール『技術と時間』（４） 

6. アンリ・ベルクソン『創造的進化』について概説する 

7. ベルクソン『創造的進化』（１） 

8. ベルクソン『創造的進化』（２） 

9. ベルクソン『創造的進化』（３） 

10. ベルクソン『創造的進化』（４） 

11. イヴ・コゾウスキー・セジウィックについて概説 

12. セジウィック『男同士の絆』（１） 

13. セジウィック『男同士の絆』（２） 

14. セジウィック『男同士の絆』（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

抜粋しか読むことはできないため、履修者は、他の箇所にも必ず目を通すこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席点および授業参加度(20%)/プレゼンテーション(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


