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授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏を対象とする文学研究・文化研究に入門し、各自の卒論へとつながるテーマを探す。参加者との討論をおこないなが

ら、資料調査・口頭発表・執筆へと進んでいく。 

 

Students will major German literature and cultural studies, search their own research topic to write graduation thesis. They will 

research materials, have presentations, discuss about their topics with the participants and write their thesis at last. 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別発表あるいはグループ発表を行い、参加者全員で討論する。 

ジェンダー研究の入門書を最初に共通テクストとして読む。 

そののち、ドイツ語圏を対象としたジェンダー文化史に関する数冊の論集の目次を配布する。目次の中から、ひとり一章（入門レ

ベルの論文 1 本）分担を決め、担当部分についてのレジュメ発表を行う。二回目の発表は、どの文献を調査するかについても各

自で模索していく。 

担当教員の研究上の関心領域は主に下記のとおり。 

1 ジェンダー表象（文学における女性像／男性像、家族・親族をめぐる表現など）、フェミニズム 

2 東ドイツ（ドイツ民主共和国 1949-1990）の文学・映画、東ドイツ崩壊後の問題 

3 歴史的できごとの記憶と想起に関する文学・文化 

ゼミ生の研究テーマはこれに縛られる必要はない。 

討論においては、参加者が順番に司会と議事録係も担当する（第 4 回の授業～）。 

 

This course introduces various topics of feminist cultural history. As the starting point, I will distribute the tables of contents of 

three volumes which obtains papers on this field. Each student should choose one of the papers to summarize, to give his/her 

first presentation, and to discuss with other participants. From the second presentation, students should find the material by 

themselves. 

My research interest is especially related to 1.) gender representations, 2.) cultural history of the GDR, especially literature and 

film produced in the GDR and after its collapse, 3.) memory and remembrance of historical events in contemporary German 

literature and other media. 

However, students are not limited to these subjects when choosing their research topics. 

In the discussion, students will moderate and take protocols in turn. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス ：文献調査の方法、発表の形式・コンセプト 

自己紹介 

加藤秀一『はじめてのジェンダー論』についての討論 

2. 自己紹介 

加藤秀一『はじめてのジェンダー論』についての討論 

3. 自己紹介  

加藤秀一『はじめてのジェンダー論』と下記サイト記事についての討論 

4. 論集についての発表・討論（１） 

ひとり 15 分の文献発表に加え、質疑応答 

一日に約 3 人が発表 

5. 論集についての発表・討論（2） 

6. 論集についての発表・討論（3） 

7. 論集についての発表・討論（4） 

8. 論集についての発表・討論（5） 

9. 論集についての発表・討論（6） 

個人テーマについての発表・討論（1） 

10. 個人テーマについての発表・討論（2） 



11. 個人テーマについての発表・討論（3） 

12. 個人テーマについての発表・討論（4） 

13. 個人テーマについての発表・討論（5） 

14. 個人テーマについての発表・討論（6） 

 

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

1 共通で購読する入門書(加藤秀一)の予習 

2  自己紹介の一部を短いドイツ語で話す予習 

3 ２度の発表の準備 

➡ 発表で扱う文献の入手も準備に含まれます：古本購入、図書館でのコピーなど 

➡ 発表資料の作成（パワーポイント、レジュメなど） 

＊興味のあるテーマについては、他の発表者が担当する文献も読んでみましょう 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/口頭発表(40%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤秀一、2017、『はじめてのジェンダー論』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 森山至貴、『10 代から知っておきたい あなたを閉じ込める「ずるい言葉」』、WAVE出版 (2020) 

2. 森山至貴、『LGBT を読み解く クィア・スタディーズ入門』、ちくま新書 (2017) 

3. 姫岡とし子、川越修（編）、『ドイツ近現代ジェンダー史入門』、青木書店 (2009) 

4. 河合節子、野口薫、山下公子（編）、『ドイツ女性の歩み』、三修社 (2001) 

5. 光末紀子、奈倉洋子、宮本絢子ほか（編）、『ドイツ文化を担った女性たち その活躍の軌跡』、鳥影社 (2008) 

6. 田邊玲子（編）、『ドイツ/女のエクリチュール』、勁草書房 (1994) 

7. 若桑みどり、『お姫様とジェンダー』、ちくま新書 (2003) 

参考文献 3～5（場合によっては 6, 7 も）は、1 度目の発表の素材となる論集である。 

参考文献 1～2 は今学期の発表で直接は扱わないが、関心のある人に勧める本です。 

授業の中で、さらなる参考文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

四本裕子「ニューロセクシズムとは何か？「脳の男女差」に潜むわな」 

（2021 年 12 月 8 日公開 日経 WOMAN 掲載記事） 

https://woman.nikkei.com/atcl/cons/050800007/111600068/ 

 

注意事項（Notice） 

 


