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■JB139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB139／米文学特殊研究 １Ａ 

(Studies in American Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初期アメリカ・リアリズムの作家たちによる詩作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB321 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 19 世紀後半のアメリカで活躍した初期リアリズムの作家たちによる詩作を地道にそしてクリティカルに読むことによって、「内容

を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味することができるようになります。 

 

   This seminar deals with poetical works by early realism writers of late nineteenth-century America. Through critical reading 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ文学史の中で 19 世紀後半はリアリズムの時代に当たります。夢想の世界や感情の発露を重んじたロマン主義に飽き

たらない新しい世代の作家たちが、ありのままの現実を描こうとしました。けれどもその間、かつて文学の大きな一部を占めてい

た詩は一体どうなったのでしょうか。そもそもリアリズムと詩とは反りが合わないようにも思われます。 

 そこで本授業では、Bret Harteや William Dean Howells など初期リアリズムの作家たちの詩作をとりあげます。彼らのすぐれた

短篇も並行して参照しながら、その詩作にはどのような新味や格闘が隠されているのかを考察し、彼らの多様な特徴を体感しま

す。 

 なお、Tuckermanや Piattなど、文学史ではリアリズム作家と分類されない詩人も含まれていますが、過渡期の詩人の横幅や

奥行きを示す好例として集めました。 

 

  In American literary history, the late nineteenth century corresponds to the age of realism. Those young writers dissatisfied 

with romanticism endeavored to depict the world as it really was. What became of poetry, then, which flourished during the 

romantic period? No doubt, poetry looks uncongenial to realism at first glance. 

  In this seminar we will carefully read through poetical works composed by early realism writers such as Bret Harte and William 

Dean Howells. Close attention will be paid to poetic, that is, unprosaic, expressions each writer/poet dared to employ. While 

scrutinizing the wording and structure of their poems, we will unveil novelty hidden underneath as well as the struggle the poets 

experienced. 

  This seminar contains even those who are not usually categorized as realist. But they are included to highlight the width and 

depth of the transitional period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩人小伝 

2. 英語詩の基本 

3. Frederick Goddard Tuckerman, b1821 

"His heart was in his garden; but his brain” 

“Dank fens of cedar; hemlock branches gray” 

4. Frederick Goddard Tuckerman, b1821 

“An upper chamber in a darkened house” 

“No! cover not the fault. The wise revere” 

5. Bret Harte, b1836 

短篇 “The Outcasts of Poker Flat” 

6. Bret Harte, b1836 

“To a Sea-Bird” 

“Plain Language from Truthful James” 

7. Sarah Morgan Bryan Piatt, b1836 

“The Palace-Burner" 

“The Funeral of a Doll" 

8. Sarah Morgan Bryan Piatt, b1836 
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“Mock Diamonds" 

“Her Blindness in Grief" 

9. Sarah Morgan Bryan Piatt, b1836 

“His Mother’s Way" 

“The Witch in the Glass" 

10. William Dean Howells, b1837 

短篇 “Christmas Every Day” 

11. William Dean Howells, b1837 

“The King Dines” 

“Society" 

12. George Washington Cable, b1844 

短篇 “Sieur George" 

13. George Washington Cable, b1844 

"The New Arrival" 

"The Dirge of St. Malo" 

14. Recapitulation 

 

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

準備学習の指示は､ 履修登録完了後にオンラインでおこないます｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表と応答（議論・貢献度など）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 1. The Library of America (ISBN:0940450607) 

2. Richard Gray. 2015. A History of American Poetry. Wiley Blackwell (ISBN:1118795350) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB140／米文学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in American Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ・リアリズムの作家たちによる詩作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB322 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 19 世紀後半のアメリカで活躍した広義のリアリズム作家たちによる詩作を地道にそしてクリティカルに読むことによって、「内容

を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味することができるようになります。 

 

  This seminar deals with poetical works by broadly defined realism writers of late nineteenth-century America. Through critical 

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

accurate and objective surveys, and to appreciate the merits of their works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ文学史の中で 19 世紀後半はリアリズムの時代に当たります。夢想の世界や感情の発露を重んじたロマン主義に飽き

たらない新しい世代の作家たちが、ありのままの現実を描こうとしました。けれどもその間、かつて文学の大きな一部を占めてい

た詩は一体どうなったのでしょうか。そもそもリアリズムと詩とは反りが合わないようにも思われます。 

 そこで本授業では、Ambrose Bierce や Stephen Crane など広義のリアリズム作家たちの詩作をとりあげます。彼らのすぐれた

短篇も並行して参照しながら、その詩作にはどのような新味や格闘が隠されているのかを考察し、彼らの多様な特徴を体感しま

す。 

 なお、Lazarus や Robinson など、文学史ではリアリズム作家と分類されない詩人も含まれていますが、過渡期の詩人の横幅や

奥行きを示す好例として集めました。 

 

  In American literary history, the late nineteenth century corresponds to the age of realism. Those young writers dissatisfied 

with romanticism endeavored to depict the world as it really was. What became of poetry, then, which flourished during the 

romantic period? No doubt, poetry looks uncongenial to realism at first glance. 

  In this seminar we will carefully read through poetical works composed by realism writers such as Ambrose Bierce and 

Stephen Crane. Close attention will be paid to poetic, that is, unprosaic, expressions each writer/poet dared to employ. While 

scrutinizing the wording and structure of their poems, we will unveil novelty hidden underneath as well as the struggle the poets 

experienced. 

  This seminar contains even those who are not usually categorized as realist. But they are included to highlight the width and 

depth of the transitional period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩人小伝 

2. アメリカにおけるロマン主義・リアリズム・自然主義 

3. Ambrose Bierce, b1842 

短篇 “An Occurrence at Owl Creek Bridge” 

4. Ambrose Bierce, b1842 

“Invocation” 

“The Passing Show” 

5. Emma Lazarus, b1849 

"The New Colossus" 

"Arabesque" 

6. Emma Lazarus, b1849 

"1492" 

"Venus of the Louvre" 

7. Sarah Orne Jewett, b1849 

短篇 “A White Heron" 

8. Sarah Orne Jewett, b1849 

“A Country Boy in Winter” 
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“A Caged Bird” 

9. Edwin Arlington Robinson, b1869 

“The House on the Hill” 

“Richard Cory” 

10. Edwin Arlington Robinson, b1869 

“The False Gods” 

“Luke Havergal” 

11. Stephen Crane, b1871 

短篇 “The Open Boat" 

12. Stephen Crane, b1871 

"In the desert" 

"A youth in apparel that glittere" 

13. Stephen Crane, b1871 

"Do not weep, maiden, for war is kind" 

"Each small gleam was a voice" 

14. Recapitulation 

 

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

準備学習の指示は､ 履修登録完了後にオンラインでおこないます｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表と応答（議論・貢献度など）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 1. The Library of America (ISBN:0940450607) 

2. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 2. The Library of America (ISBN:094045078X) 

3. Richard Gray. 2015. A History of American Poetry. Wiley Blackwell (ISBN:1118795350) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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） 
拡大する「英文学」を読む：カズオ・イシグロの場合 

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） 

カズオ・イシグロの A Pale View of Hills および An Artist of the Floating World を精読することにより、イシグロのキャリアの初期

において英語で日本について書くということがいかなる意味を持っていたのかを理解すべく務めます。 

 

By closely reading Kazuo Ishiguro's A Pale View of Hills and A Artist of the Floating World, the class will try to understand what 

it meant to Ishiguro to write in English about Japan in the early stages of his novelistic career. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 作品における語りのテクニックを詳細に考察するとともに、それらの作品におけるアイデンティティの揺らぎ、個人に加えられる

社会的・歴史的な圧力、文化間の相互理解の困難といったテーマについて分析します。それを通じて、日本の社会を英語によっ

て描写するという「外部性」がイシグロの創作にいかなる意義を持っていたのかを探ります。 

 

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

極的な発言を期待します。 

 

Alongside closely considering the storytelling techniques used in the two novels, we will also delve into the themes of the 

blurring of identity, the social and historical burdens imposed upon the individuals,  and the difficulties of inter-cultural 

understanding. Ultimately, we will try to see what significance the "outside-ness" of writing about Japan in English had for 

Ishiguro's novel writing. 

 

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. A Pale View of Hills 講読第 1回 

3. A Pale View of Hills 講読第 2回 

4. A Pale View of Hills 講読第 3回 

5. A Pale View of Hills 講読第 4回 

6. A Pale View of Hills 講読第 5回 

7. A Pale View of Hills 講読第 6回 

8. An Artist of the Floating World 講読第 1 回 

9. An Artist of the Floating World 講読第 2 回 

10. An Artist of the Floating World 講読第 3 回 

11. An Artist of the Floating World 講読第 4 回 

12. An Artist of the Floating World 講読第 5 回 

13. An Artist of the Floating World 講読第 6 回 

14. まとめ 

 

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

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

が指定された場合は、それもしっかり読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. 2010. A Pale View of Hills. Faber (ISBN:978-0571258253) 
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2. Kazuo Ishiguro. 2001. An Artist of the Floating World. Faber (ISBN:978-0571258253) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
拡大する「英文学」を読む：サルマン・ラシュディの場合 

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） 

サルマン・ラシュディの Midnight's Children を読破します。恐るべき広がりを持った物語世界へとチューン・インし、ラシュディがみ

ずからの創作した人々の人生とインドの近現代史をどのようにリンクさせているかを体感することが、まずは大きな目標となるでし

ょう。 

 

We will wade through Salman Rushdie's saga novel, Midnight's Children. Our first big task will be to tune in to the incredibly wide 

world of Rushdie's narrative, and to feel how the authior links the lives of the people he has created to the modern and 

contemporary history of India. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『真夜中の子供たち』は、莫大な情報量を持った小説です。インドの近現代史という題材は英語圏の読者にとってもチャレンジン

グであったでしょうが、我々ノン・ネイティヴ・スピーカーが読解する際には一層でしょう。従って、この授業への参加は小説の研究

に必要な調べ物のセンスと技術を特に要求するものだと言えます。 

 

ラシュディは英語によってインドの歴史の物語を語るという仕事に挑んでいます。インドがかつてイギリスの植民地であったことは

この作品で重要な意味を持っていますが、インド系のオリジンを持つラシュディが英語によって語ることはどのような困難を突破し

つつ、どのような新しい地平を拓くものであるのでしょうか。 

 

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

極的な発言を期待します。 

 

Midnight's Children is a novel that contains an enormous amount of information. The subject matter, India's modern and 

contemporary history, must have been quite a challenge to many of the readers of the English-speaking world; far more so in 

the case of us, who are non-native-speakers of English. Therefore, taking part in this class will be a lesson in "researching 

while reading," a practice required of every scholar of literature. 

 

Rushdie's attempt is to narrate in English the story/ history of India. The fact that India was once colonized by the British 

Empire is an important element in the novel. In this class, we will try to see what difficulties Rushdie experienced in narrating in 

English about India, and what new horizon he tried to open in that practice,.  

 

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. Midnight's Children 講読第 1 回 

3. Midnight's Children 講読第 2 回 

4. Midnight's Children 講読第 3 回 

5. Midnight's Children 講読第 4 回 

6. Midnight's Children 講読第 5 回 

7. Midnight's Children 講読第 6 回 

8. Midnight's Children 講読第 7 回 

9. Midnight's Children 講読第 8 回 

10. Midnight's Children 講読第 9 回 

11. Midnight's Children 講読第 10回 

12. Midnight's Children 講読第 11回 

13. Midnight's Children 講読第 12回 

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

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

が指定された場合は、それもしっかり読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Salman Rushdie. 2010. Midnight's Children. Vintage (ISBN:978-0099511892) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB145／英米文学研究方法論１ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 1) 

担当者名 

（Instructor） 
テイラー，Ｄ．(TAYLOR,DAVID JOHN) 

学期 

（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） 

By the end of this course it is expected that students will have hugely increased their ability to prepare academic dissertations 

in the areas of overall argument and data selection. Improvement is intended in the essential areas of grammatical accuracy, 

syntax, paragraphing, punctuation, and the opening, extension, and conclusion of academic papers. The course then 

concentrates on the central area of delivering argument in both shorter papers and dissertations. Repeated emphasis will also 

be placed on the application of new vocabulary and rhetorical forms of particular relevance to scholarly debate. Technical 

improvement will be achieved through class exercises, several essay assignments, and attendance at all classes, all of which are 

mandatory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course aims to develop academic writing proficiency through a wide variety of activities, which will include the writing and 

discussion of short academic statements and exercises. The course will include explanation and practice in the following areas: 

gaining and properly employing complex academic vocabulary, techniques for the recognition of errors of spelling, syntax and 

punctuation, academic and non-academic prose forms (journalism/review articles/news and current affairs), distinctions 

between strong and weak academic writing, common academic writing errors and their eradication, in particular, forms of 

redundancy and repetition, techniques for including academic detail, methods of quotation, essay/dissertation planning, citation, 

footnotes, bibliography. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview and outline of specific areas intended for improvement 

2. Academic vocabulary expansion I: achieving a higher register 

3. Academic vocabulary expansion II: which words are preferable? 

4. Academic vocabulary expansion III: keywords for academic writing 

5. Opening sentences and opening paragraphs: defining positions 

6. Extending and developing an essay without repetition 

7. Concluding paragraphs 

8. Punctuation 

9. Proofreading and revision of essays 

10. Comparison of academic (dissertations/articles/books) and non-academic prose forms (journalism/review articles/news 

and current affairs) I: writing summaries 

11. Comparison of academic (dissertations/articles/books) and non-academic prose forms  

12. Common academic writing errors and their revision 

13. How to create effective quotations and footnotes 

14. Course review 

 

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

Students are encouraged to revise regularly all vocabulary and writing techniques studied in class. 

Regular attendance is essential and active participation is required in class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Class Participation, Writing Exercises(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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■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） 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
２時限連続（隔週開講） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

に、参加者が相互に啓発し合うことによって批評・批判の技術を習得します。 

 

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

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

reviewing techniques through giving critiques to one another. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

が要求されます。 

 

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

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表と討論１ 

2. 発表と討論２ 

3. 発表と討論３ 

4. 発表と討論４ 

5. 発表と討論５ 

6. 発表と討論６ 

7. 発表と討論７ 

8. 発表と討論８ 

9. 発表と討論９ 

10. 発表と討論１０ 

11. 発表と討論１１ 

12. 発表と討論１２ 

13. 発表と討論１３ 

14. 発表と討論１４ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・授業貢献(60%)/レポート(40%) 

 

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） 

 

 

  



 - 13 - 

■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） 

この授業では The Exeter Bookに含まれる比較的短い詩作品を読みながら、古英語および古英語文学についての造詣を深め

る。これに加え、毎回、受講生の研究テーマに沿った内容の短い英文を予め作文しておいてもらい、これについて添削しながら、

この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩講読 1 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

3. 古英詩講読 2 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

4. 古英詩講読 3 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

5. 古英詩講読 4 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

6. 古英詩講読 5 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

7. 古英詩講読 6 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

8. 古英詩講読 7 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

9. 古英詩講読 8 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

10. 古英詩講読 9 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

11. 古英詩講読 10 Exeter Book に含まれる minor poems を中心に 

12. 古英詩講読 11 Exeter Book に含まれる minor poems を中心に 

13. 古英詩講読 12 Exeter Book に含まれる minor poems を中心に 

14. 古英詩講読 13 Exeter Book に含まれる minor poems を中心に 

 

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、指示に従

って英文を事前に準備してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表、授業内発言等）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB148／英語学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB352 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、Junius Manuscript に含まれる詩作品を読みながら、古英語および古英語文学についての造詣を深めます。これ

に加え、、受講生の研究テーマに即した英文を予め作成してもらい、これを添削しながら、この分野における英語論文等の書き方

を指導します。 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩講読 1 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

3. 古英詩講読 2 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

4. 古英詩講読 3 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

5. 古英詩講読 4 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

6. 古英詩講読 5 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

7. 古英詩講読 6 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

8. 古英詩講読 7 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

9. 古英詩講読 8 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

10. 古英詩講読 9 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

11. 古英詩講読 10 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

12. 古英詩講読 11 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

13. 古英詩講読 12 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

14. 古英詩講読 13 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

 

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、授業での

指示に従って事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表、授業内発言等）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB149／英文学特殊研究 １Ａ 

(Studies in English Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Coleridge's Later Poetry 

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・ロマン主義詩人 Samuel Taylor Coleridge が 30 歳を迎える 1802 年前後から 1834 年に亡くなるまでの後期作品の抜本

的な読み直しを行ない、詩人の後半生におけるさまざまな「転向」について考察する。 

 

This course aims to reread, thoroughly in a new light, an English Romantic poet Samuel Taylor Coleridge's later poems, which 

were written from around 1802 when he became thirty years old until his death in 1834 and, at the same time, consider various 

aspects of his so-called conversion in the latter half of his life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

超自然詩、会話体詩など全盛期の代表作はもちろん、若年期の詩や後期の散文作品と比べても、往年の活力を失ったとされて、

とかく無視されがちなコールリッジ後期詩篇の意外なほどの豊かさを味わって新たな読みの可能性を探ると同時に、とかく批判さ

れがちな後半生におけるコールリッジの政治的、思想的「転向」の問題にも目を向けたい。その際、この方面での数少ない本格的

研究である Morton Paley, Coleridge's Later Poetry のほか、21世紀初頭になって漸く Bollingen Series の作品全集と Notebook

全集が 30 年以上の時を経て完結したのを機に、利用可能になった比較的新しい資料と最新の批評を参照するよう心がける。授

業では、以下の授業計画に沿って 1 回に 100 行程度を精読する予定だが、受講者の希望によって多少の修正を施す可能性は

ある。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

We will reread drastically Coleridge's later poems, which have been generally regarded as having lost vitality and been ignored in 

comparison even with his juvenile poems and his mature prose works, let alone his supernatural and conversation poems written 

at his best.  Through that, we hope to explore the possibilities of reading to renew the significance of his later poetry, 

appreciating its rather unexpected richness and, in addition, pay attention to the problem of political and ideological conversion 

in Coleridge's later life, which have tended to be severely criticized by many. When examining his later poetry, we will frequently 

refer to Morton Paley, Coleridge's Later Poetry, one of the very few full-scale studies in this line, as well as the relatively new 

materials, the collected works of Bollingen Series (16 vols.) and the notebooks (5 vols), both of which were completed in 2002 

after more than thirty years and most recent Coleridge criticism. In each class we will carefully read approximately 100 lines of 

poetry according to the lesson plan shown below. This plan could be slightly revised depending on students’ wishes. Details will 

be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Coleridge’s Later Life 

2. ‘Lines Written in the Album at Elbingerode' and ‘Ode to Tranquillity’ 

3. ‘Dejection: An Ode’ with ‘A Letter to –– April 4, 1802.—Sunday Evening’1 

4. ‘Dejection: An Ode’ with ‘A Letter to –– April 4, 1802.—Sunday Evening’2 

5. ‘The Pains of Sleep’ and ‘Constancy to an Ideal Object’ 

6. ‘To William Wordsworth’ 

7. ‘Recollections of Love’ and ‘A Tombless Epitaph’ 

8. ‘Separation’, ‘The Visionary Hope’ and ‘[Lines from a notebook—May 1810]’ 

9. ‘Limbo’, ‘Moles’ and ‘Ne plus ultra’ 

10. ‘Lines To a Comic Author, on an Abusive Review’ and ‘Youth and Age’ 

11. ‘The Delinquent Travellers’ 

12. ‘Work without Hope’, ‘The Pang More Sharp Than All’ and ‘Homeless’ 

13. ‘The Garden of Boccaccio’ 

14. ‘Phantom or Fact?’, ‘Epitaph’ and Review 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge.Vol. 1, edited by Ernest Hartley Coleridge, Clarendon Press, 1912. 2 

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

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

 

参考文献（Readings） 

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

する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB150／英文学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in English Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
A Brief History of Criticism on Coleridge's Poetry 

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・ロマン主義詩人 Samuel Taylor Coleridge の主要な詩作についてのさまざまな流派の代表的な批評を読みながら、コー

ルリッジ詩の核心に迫り、同時に現代文学批評の大きな潮流を捉えることをも目指す。 

 

This course aims to approach the heart of an English Romantic poet Samuel Taylor Coleridge's poetry by closely reading 

notable critical essays written by various representative schools of literary criticism on his important poems centring on ‘The 

Rime of the Ancient Mariner’ and, at the same time, to get a general survey of history of modern literary criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「老水夫の歌」を中心とするコールリッジの詩人としての代表作について、同時代批評から、19世紀後半の印象主義、20 世紀前

半の材源研究とニュー・クリティシズム、同世紀後半以降の脱構築批評、フェミニズム、新歴史主義からポスト･コロニアリズム以

後に至るまでの主要な文学批評の流派が残してきた批評作品を読む。批評を精読することによって、コールリッジの代表作への

理解を深めるだけでなく、19 世紀以後の近代英文学批評史概観を通して、イギリス・ロマン主義に留まらない文学研究への視野

を広げることをも目指す。授業では、以下の授業計画に沿って、毎回 1 ないし 2 篇の批評を読む予定だが、受講者の希望によっ

て多少の修正を施す可能性はある。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

We will read critical essays written by representative schools of literary criticism on Coleridge's important poems centring on 

‘The Rime of the Ancient Mariner', say, from contemporary and impressionistic criticism in the 19th century, through source 

studies and New Criticism in the first half of the 20th century, to Deconstructionism, Feminism, New Historicism, 

Postcolonialism and Ecocriticism in the latter half of the same century and after. Through close reading of criticism, we hope 

not only to deepen our understanding of Coleridge's major poems but also to widen our view on literary studies not limited to 

British Romanticism but open to English literature in general, by this general survey of history of modern English literary 

criticism. In each class we will carefully read one or two pieces of critical essays on Coleridge's poetry according to the lesson 

plan shown below. This plan could be slightly revised depending on students' wishes. Details will be provided in the course 

syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Reading ‘The Rime of the Ancient Mariner’ 

2. Contemporary Criticism in the early 19th century 

3. Impressionistic Criticism: Walter Pater 

4. Source Studies: John Livingstone Lowes 

5. New Criticism: Robert Penn Warren 

6. British Criticism: Humphry House 

7. Deconstructionism 1: Edward E. Bostetter 

8. Deconstructionism 2: Frances Ferguson 

9. Feminism: Anne K. Mellor 

10. Historicism: William Empson 

11. New Historicism 1: Jerome J. McGann 

12. New Historicism 2: Peter Kitson 

13. New Historicism 3: Patrick J. Keane  

14. Ecocriticism: Jonathan Bate & Nicholas Roe and Review 

 

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

‘The Rime of the Ancient Mariner’ ほかの代表作は予め読んでおくと、作品批評の理解も深まる。毎回扱う批評を予め読んで授

業に臨み、授業後は紹介された参考文献があれば読んで幅を広げる。 
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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） 

毎回読む批評のテキストは PDF ファイルをドライブにアップロード。コールリッジの詩については、The Complete Poetical Works 

of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1, edited by Ernest Hartley Coleridge, Clarendon Press, 1912. 2 vols を各自以下のサイトからダ

ウンロードして授業ごとに必要な箇所を参照。 

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

 

参考文献（Readings） 

Coleridge とロマン主義文学に関する詳細な参考文献表を授業の最初に配布するほか、授業中にも折に触れて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB151／英文学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in English Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアと結婚のディスコース（1）--『空騒ぎ』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『空騒ぎ』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、初期近代イングランドにおける結婚の言説を中心とした、作品が提起する多様

な問題について議論する力を涵養する。 

 

We will closely read William Shakespeare's comedy, Much Ado About Nothing, by which this course aims at cultivating students’ 

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

at improving the ability of students to discuss various themes of the play, with a central focus on the discourse upon marriage 

in early modern England.  

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる喜劇『空騒ぎ』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, Much Ado About Nothing, in a seminar format. In the course, each week a 

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

are required to participate in the discussion based on the above-mentioned 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. 上演鑑賞／批評読解とディスカッション（1） 

13. 上演鑑賞／批評読解とディスカッション（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., Claire McEachern. 2016. Much Ado About Nothing. The Arden Shakespeare: Third Series (ISBN:978-

1472520296) 

 

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） 
シェイクスピアと結婚のディスコース（2）--『終わりよければ全てよし』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB304 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアの問題劇『終わりよければ全てよし』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、初期近代イングランドにおける結婚とセクシュアリティの言説

を中心とした、作品が提起する多様な問題について議論する力を涵養する。 

 

We will closely read William Shakespeare's problem play, All's Well That Ends Well, by which this course aims at cultivating 

students’ reading ability of early modern English and nourishing extensive knowledge of English Renaissance drama. The course 

also aims at improving the ability of students to discuss various themes of the play, with a central focus on the discourse upon 

marriage and sexuality in early modern England.  

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる問題劇『終わりよければ全てよし』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 problem play, All's Well That Ends Well, in a seminar format. In the course, each week 

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

are required to participate in the discussion based on the above-mentioned 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. 上演鑑賞／批評読解とディスカッション（1） 

13. 上演鑑賞／批評読解とディスカッション（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, eds., Suzanne Gossett and Helen Wilcox. 2018. All's Well That Ends Well. The Arden Shakespeare: Third 

Series (ISBN:978-1904271208) 

 

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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■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） 
ベケットとポストヒューマニズム 

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） 
JJ126「文明工学演習３」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では現代文学におけるポストヒューマニズムに関して、特にベケットの戯曲や小説を中心に考察する。 

 

In this course, we will consider the questions of posthumanism in contemporary literature in English, particularly Samuel 

Beckett's works.  

 

授業の内容（Course Contents） 

近年,、英語圏の文学研究においてポストヒューマニズムという概念がしばしば持ち出される。一つには、気候変動に関する危機

意識に基づいて、動物や植物を含めた環境という観点から人間中心主義を相対化する機運があり、それが文学研究にも影響し

ていると思われる。この授業では、そのような新しい潮流について、サミュエル・ベケットの戯曲と小説を中心に考えていく。ベケッ

トの新解釈についてと同時にポストヒューマニズムの理論についても学ぶという二兎を追うのが目的である。ベケット以外の作家

についても適宜考察する。 

 

Recently the concept of posthumanism is often discussed in the studies of contemporary literature in English. Behind this trend 

may be the heightened awareness of climate change crisis which induces us to think of the world from the viewpoint of ecology, 

criticizing the traditional view of the world with the human as its center.  In this course, we will study this trend particularly in 

relation to Samuel Beckett's works, since in Beckett studies this new trend is remarkably thriving. We aim to study both 

Beckett's works and the theories related to posthumanism. We may also deal with other authors than Beckett. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Beckett and posthumanism イントロダクション 

2. Beckett and posthumanism 

3. Beckett and posthumanism 

4. Beckett and posthumanism 

5. Beckett and posthumanism 

6. Beckett and posthumanism 

7. Beckett and posthumanism 

8. Beckett and posthumanism 

9. Beckett and posthumanism 

10. Beckett and posthumanism 

11. Beckett and posthumanism 

12. Beckett and posthumanism 

13. Beckett and posthumanism 

14. Beckett and posthumanism 

 

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. Samuel Beckett. 2006. The Complete Dramatic Works. Faber (ISBN:978-0571229154) 

その他の文献は適宜指示し配布する予定。 

 

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

オンライン利用での授業実施を、全回のうち半分の 7 回予定している。詳細は事前に授業内で連絡する。 

 

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） 
ヴァージニア・ウルフ『夜と昼』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） 
JJ127「文明工学演習４」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では Virginia Woolf, Night and Day(1919)を精読します。 

 

In this course, we will closely read Virginia Woolf'sNight and Day(1919). 

 

授業の内容（Course Contents） 

モダニズムの巨匠として、またフェミニズムとジェンダー論の先駆者としてその重要性がいや増すばかりのヴァージニア・ウルフ

（１８８２－１９４１）。彼女の長編第二作『夜と昼』Night and Day(1919)は、まだ伝統的な手法で書かれていますが、結婚と愛の関

係、婦人参政権と女性の就業など、いかにもウルフらしい、女性が自立する上での様々な問題を扱っています。この授業ではこ

の長編を味読しながらエドワード朝のイギリス社会について特にジェンダーの問題に注意しながら考察し、同時に芸術家としての

形成期のウルフの芸術思想について学びます。 

 

The importance of Virginia Woolf is more and more recognized nowadays. This English woman novelist is often read and 

discussed as a master of modernism and a precursor of feminism and gender theories. Her second novel Night and Day(1919) 

still has a conventional style but deals with characteristically Woolfian themes such as the relationship between marriage and 

love, suffrage, and women's profession. In this course, we will closely read this novel and consider the Edwardian England -- 

especially women's position in it -- as well as studying the great author in her formative period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Night and Day 

3. Night and Day 

4. Night and Day 

5. Night and Day 

6. Night and Day 

7. Night and Day 

8. Night and Day 

9. Night and Day 

10. Night and Day 

11. Night and Day 

12. Night and Day 

13. Night and Day 

14. Night and Day 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Virginia Woolf. 2009. Night and Day. Oxford (ISBN:978-0199555604) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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オンライン利用での授業実施を、全回のうち半分の 7 回予定している。詳細は事前に授業内で連絡する。 

 

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） 
Charles Brockden Brown 研究 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB329 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

がら作品解釈することを目指す。  

 

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

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

literary context.   

 

授業の内容（Course Contents） 

「アメリカ文学の父」とも称される Charles Brockden Brown の代表作、Edgar Huntly (1799)を読解する。合衆国が誕生してまもな

い時期に、アメリカ人作家がいかにして「ゴシック小説」というイギリス由来の文学ジャンルを換骨奪胎しようとしたのか、その腐心

のさまを丹念に探っていきたい。アメリカという国家の輪郭が定まっていなかったころ、「アメリカ固有の文学」を作り出すこととは、

一体何を意味したのだろうか。本作品を読解することはすなわち、アメリカ文学が誕生する過程を目撃することといっても過言で

はない。 

 

この作品はさらに、人種問題、歴史意識など、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 Charles Brockden Brown's Edgar Huntly (1799). A careful reading of this text encourages us to trace the ways in 

which an American author, in the wake of the Revolutionary War, sought to appropriate British Gothic novels so as to create an 

American novel par excellence. When the nation was still in an inchoate state, what was the significance of Brown's endeavor to 

create "American literature"?  To read this novel, in other words, is almost equal to witnessing the birth of American literature.  

 

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 Brown's text, we will also read the criticism of this work and debate 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解 (1) 

3. 作品読解 (2) 

4. 作品読解 (3) 

5. 作品読解 (4) 

6. 作品読解 (5) 

7. 作品読解 (6) 

8. 作品読解 (7) 

9. 批評読解 (1) 

10. 批評読解 (2) 

11. 批評読解 (3) 

12. 批評読解 (4) 

13. 批評読解 (5) 

14. レポート構想発表会 

 

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
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末レポートも英語で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles Brockden Brown. 2006. Edgar Huntly. Hackett (ISBN:978-0872208537) 

 

参考文献（Readings） 

1. Philip Barnard. 2019. The Oxford Handbook of Charles Brockden Brown. Oxford UP (ISBN:978-0199860067) 

 

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） 
「南部文芸復興」余波 

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） 

アメリカ南部は、20 世紀の第 1四半世紀以降、数十年にわたり、ウィリアム・フォークナーをはじめすぐれた文学者を生み出し、こ

の現象は「南部文芸復興」とも称されます。この文芸復興は 20 世紀中葉あたりで失速したとされますが、その後も南部は見るべ

き文学作品を産出しつづけております。今年度は南部文芸復興期後の、あるいはポスト・フォークナー期の小説を数冊選んで読

み、文学史上の展開についても俯瞰してみたいと思います。 

 

The first quarter of the twentieth century marked the beginning in the American South of the several decades of the explosion 

of the literary talents, including William Faulkner. This prolific period of the southern literary history, called "the Southern 

Renaissance or Renascence," is regarded, though arguably, to have terminated around the middle of the century. However, the 

South has continued to produce remarkable literary works after this phenomenal period in the regional literary history. The 

purpose of the course is to select conspicuous (or not necessarily so) examples from among the post-Renaissance or post-

Faulkner southern literary achievements and to consider the development in the southern literary history from the mid-20th 

century to the present. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

なっておくことが求められます。 

 

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

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

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

are related with the general aim of this seminar.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：取り上げる作家・作品の概要と授業方針の説明 

2. A Confederacy of Dunces 購読第 1 回目 

3. A Confederacy of Dunces 講読第 2 回目 

4. A Confederacy of Dunces 講読第 3 回目 

5. A Confederacy of Dunces 講読第 4 回目 

6. The View from Pompey's Head講読第 1 回目 

7. The View from Pompey's Head講読第 2 回目 

8. The View from Pompey's Head講読第 3 回目 

9. The View from Pompey's Head講読第 4 回目 

10. The View from the Pompey's Head 講読第 5 回目 

11. I Am One of Your Forever 講読第 1 回目 

12. I Am One of Your Forever 講読第 2 回目 

13. I Am One of Your Forever』講読第 3 回目 

14. 授業内容の振り返りと最終ディスカッション 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. Hamilton Basso. 1954. The View from Pompey's Head. Louisiana State UP (ISBN:080712334X) 

2. John Kennedy Toole. 19801988. A Confederacy of Dunces. Penguin (ISBN:9780141182865) 

3. Fred Chappell. 1965. I Am One of Your Forever. Louisiana State UP (ISBN:0807114103) 

テクストは、例によって入手困難が予想されます。授業に参加する予定のものは各自可能な版を図書館あるいは古書店で入手し

てください。 

 

参考文献（Readings） 

授業第 1 回目のガイダンスにおいて指定します。 

 

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） 
「南部文芸復興」再考 

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） 

20 世紀第一四半世紀、南部文学は「ルネッサンス」と称される豊穣の時を迎えるが、その中心的存在はウィリアム・フォークナー

でありました。今学期はフォークナーとほぼ同年代を生き、当初その才能を高く評価されながら、その後、批評研究界から黙殺さ

れるに至っている女性作家 Evelyn Scottの最高傑作、実験的歴史小説 The Wave を読み、「南部文芸復興」を今一度考察してみ
たいと思います。 

 

In the US South in the first quarter of the twentieth century broke out an explosive literary flowering, such a phenomenal 

outburst of literary talents as was later denominated "Renaissance" or "Renascence," and it is commonly acknowledged that 

William Faulkner was the most conspicuous and influential figure of that period. The purpose of this course is to explore another 

facet of this regional literary phenomenon by reading The Wave (1929), an experimental modernist historical fiction by Evelyn 

Scott, Tennessee-born female author, then critically celebrated as a discovery with a unique literary talent and later completely 

obscured and largely ignored in the shadow of her contemporary literary giant from Mississippi.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

なっておくことが求められます。 

 

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

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

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

are related with the general aim of this seminar.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：取り上げる作家・作品の概要と授業方針の説明 

2. The Wave第 1 回購読 

3. The Wave第 2 回購読 

4. The Wave第 3 回購読 

5. The Wave第 4 回購読 

6. The Wave第 5 回購読 

7. The Wave第 6 回購読 

8. The Wave第 7 回購読 

9. The Wave第 8 回購読 

10. The Wave第 9 回購読 

11. The Wave第 10 回購読 

12. The Wave第 11 回購読 

13. The Wave第 12 回購読 

14. 授業の振り返りと取り上げた作品に関するディスカッション 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Evelyn Scott. 1996. The Wave. Louisiana State UP (ISBN:0807120685) 
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テクストは、例によって入手困難が予想されます。授業に参加する予定のものは各自可能な版を図書館あるいは古書店で入手し

てください。 

 

参考文献（Readings） 

第 1 回目の授業時に指定します。 

 

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） 
フォークナーのモダニズム（１） 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

 William Faulknerのモダニストとしての側面を小説技法とテーマ・表象の面から総合的に考察する。 

 

This seminar considers William Faulkner's modernist elements in terms of novelistic techniques, rhetorics, subject matters, and 

literary representations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Faulknerがアメリカを代表するモダニスト作家であることは、多くの文学史書や概説書に読むことができる一般的な知識であろう。

だが、「モダニズム」そのものの定義、さらには歴史的背景にしてからが、極めて多彩で広義であることに鑑みれば、その実質的

な要諦は、「学ぶもの」というよりはむしろ、「発見するもの」と捉えたほうが正しいだろう。本講では、こうした前提に基づいて、２冊

の作品の精読を試み、Faulknerのモダニズム性と、モダニズムという概念自体の精確な把捉を目指したい。前期のセクションで

は、Flags in the Dust (1929→1973→2006) を検討する。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。  

 

It might be a common knowledge that Faulkner is a representative American modernist author, on the ground that various 

literary history books as well as handbooks of American literature unanimously state so. However, Insofar as the equivocality of 

the definition of "modernism" itself, and even its historical background, being multi-faceted and complex, it would be more 

precise to consider the theme as something to be "discovered" rather than something to be "learned." Based on this 

understanding, this course will attempt to grasp not only Faulkner as a modernist but also the concept of modernism itself 

through close readings of two texts of his. In this section, we will analyze Flags in the Dust (1929→1973→2006). Students are 

required to write a high-quality research paper on the text 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. Flags in the Dust (1) 

3. Flags in the Dust (2) 

4. Flags in the Dust (3) 

5. Flags in the Dust (4) 

6. Flags in the Dust (5) 

7. Flags in the Dust (6) 

8. Flags in the Dust (7) 

9. Flags in the Dust (8) 

10. Flags in the Dust (9) 

11. Flags in the Dust (10) 

12. Flags in the Dust (11) 

13. Flags in the Dust (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。 

 

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%) 



 - 34 - 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Faulkner, William. 2012. Flags in the Dust. Vintage International (ISBN:978-0307946768) 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 諏訪部浩一、2021、『土にまみれた旗』、河出書房新社 (ISBN:9784309208312) 

適宜クラスで指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

モダニズムの一般的理解に資する文献については、授業において適宜配布・紹介するが、各自基本的な文献を読んでから、授

業に参加することが望ましい。またテクストの読解については、ヴァージニア大学の Digital Yoknapatawpha を活用すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■JB170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB170／米文学特殊研究 ７Ｂ 

(Studies in American Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークナーのモダニズム（２） 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

JJ141「言語多文化演習３」との併置科目 

後期課程用科目コード：PB334 

 

授業の目標（Course Objectives） 

William Faulkner のモダニストとしての側面を小説技法とテーマ・表象の面から総合的に考察する。 

 

This seminar investigates William Faulkner's modernist elements in terms of novelistic techniques, rhetorics, subject matters, 

and literary representations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Faulknerがアメリカを代表するモダニスト作家であることは、多くの文学史書や概説書に読むことができる一般的な知識であろう。

だが、「モダニズム」そのものの定義、さらには歴史的背景にしてからが、極めて多彩で広義であることに鑑みれば、その実質的

な要諦は、「学ぶもの」というよりはむしろ、「発見するもの」と捉えたほうが正しいだろう。本講では、こうした前提に基づいて、２冊

の作品の精読を試み、Faulknerのモダニズム性と、モダニズムという概念自体の精確な把捉を目指したい。後期のセクションで

は、Light in August (1932) を検討する。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。 

 

It might be a common knowledge that Faulkner is a representative American modernist author, on the ground that various 

literary history books as well as handbooks of American literature unanimously state so. However, Insofar as the equivocality of 

the definition of "modernism" itself, and even its historical background, being multi-faceted and complex, it would be more 

precise to consider the theme as something to be "discovered" rather than something to be "learned." Based on this 

understanding, this course will attempt to grasp not only Faulkner as a modernist but also the concept of modernism itself 

through close readings of two texts of his. In this section, we will analyze Light in August (1932). Students are required to write 

a high-quality research paper on the text 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. Light in August (1) 

3. Light in August (2) 

4. Light in August (3) 

5. Light in August (4) 

6. Light in August (5) 

7. Light in August (6) 

8. Light in August (7) 

9. Light in August (8) 

10. Light in August (9) 

11. Light in August (10) 

12. Light in August (11) 

13. Light in August (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。 

 

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. Faulkner, William. 1991. Light in August. Vintage International (ISBN:978-0679732266) 

 

参考文献（Readings） 

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

2. Ruppersburg, Hugh M. 他. 1994. Reading Faulkner: Light in August : Glossary and Commentary. U of Mississippi P (ISBN:978-

0878057320) 

3. 諏訪部浩一、2016、『八月の光』上下、岩波文庫 

授業で適宜指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

モダニズムの一般的理解に資する文献については、授業において適宜配布・紹介するが、各自基本的な文献を読んでから、授

業に参加することが望ましい。またテクストの読解については、ヴァージニア大学の Digital Yoknapatawpha を活用すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■JB171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB171／米文学特殊研究 ８Ａ 

(Studies in American Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカン・ルネサンスとポストモダン文学（１） 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB335 

 

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, we will 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） 

 本授業の目的は、時代をこえた間テクスト性の諸相を探ることである。共感的なオマージュであれ皮肉なパロディであれ、文学

作品はときに、先行する作品との対話によって自らを定義する。具体的には、アメリカン･ルネサンスを脱／再構築するポストモダ

ン文学に照準を合わせたい。早くは 1970 年代からすでに、たとえばピンチョンの『重力の虹』は、その百科全書的な性質において

メルヴィルの『白鯨』としばしば比較されていた。それ以来、ある種のアメリカ文学は、ポストモダニズムの歴史意識とアメリカン･ル

ネッサンス作家の現代性とを可視化し続けてきたのである。 

 春学期には、スーザン＝ロリ・パークスの『赤い文字の劇』と、ポール･オースターによるニューヨーク三部作の第一作である『ガ

ラスの街』を読む。前者は、ホーソーンの『緋文字』を人種的・性的にパロディ化した戯曲であり、後者は、メルヴィルの「バートル

ビー」やポーの「ウィリアム･ウィルソン」を再利用した一種の探偵小説である。本授業ではしたがって、１９世紀作品とそのポストモ

ダン的改変の相互作用を精査する。 

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

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

 The aim of this course is to probe into intertextuality and its time-transcending dimensions. Whether empathic or parodic, 

literary works sometimes define themselves by creating a dialogue with preceding texts. More specifically, this course aims to 

focus on the kind of postmodern literature that deconstructs (or reconstructs) the American Renaissance. As early as the 

1970s, for instance, Pynchon’s Gravity’s Rainbow was often compared with Melville’s Moby-Dick because of their common 

encyclopedic features. Since then, a certain strand of American literature has highlighted, continually, the historical awareness 

of postmodernism and the postmodernity of American Renaissance writers. 

 In the spring semester, we will read Suzan-Lori Parks’ The Red Letter Plays, as well as Paul Auster’s City of Glass, the first 

book of his New York Trilogy. The former parodies Hawthorne’s The Scarlet Letter in racial and sexual terms, while the latter 

rewrites such stories as Melville’s “Bartleby” and Poe’s “William Wilson” in the guise of a detective novel. This course, then, 

examines the interface between nineteenth-century texts and their postmodern refigurations. 

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

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

speak up in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. Suzan-Lori Parks の In the Blood を読む（１） 
3. Suzan-Lori Parks の In the Blood を読む（２） 
4. Suzan-Lori Parks の In the Blood を読む（３） 
5. Suzan-Lori Parks の Fucking Aを読む（１） 
6. Suzan-Lori Parks の Fucking Aを読む（２） 
7. Suzan-Lori Parks の Fucking Aを読む（３） 
8. Paul Austerの City of Glass を読む（１） 
9. Paul Austerの City of Glass を読む（２） 

10. Paul Austerの City of Glass を読む（３） 
11. Paul Austerの City of Glass を読む（４） 
12. 総括 
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13. レポート中間報告会 

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. Suzan-Lori Parks. 2001. The Red Letter Plays. Theatre Communications Group (ISBN: 978-1559361958) 

2. Paul Auster. 1987. City of Glass. Penguin (ISBN:978-0140097313) 

 

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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■JB172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB172／米文学特殊研究 ８Ｂ 

(Studies in American Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカン・ルネサンスとポストモダン文学（２） 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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, we will 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） 

 本授業の目的は、時代をこえた間テクスト性の諸相を探ることである。共感的なオマージュであれ皮肉なパロディであれ、文学

作品はときに、先行する作品との対話によって自らを定義する。具体的には、アメリカン･ルネサンスを脱／再構築するポストモダ

ン文学に照準を合わせたい。早くは 1970 年代からすでに、たとえばピンチョンの『重力の虹』は、その百科全書的な性質において

メルヴィルの『白鯨』としばしば比較されていた。それ以来、ある種のアメリカ文学は、ポストモダニズムの歴史意識とアメリカン･ル

ネッサンス作家の現代性とを可視化し続けてきたのである。 

 秋学期には、ポーの人生と作品をクィアな視点から書き換える現代短編小説アンソロジー（2013 年出版）を読む。たとえば、クリ

ストファー・バーザックの「影たちの喝采」は、ウィルソンという名の同性愛男性に恋して殺された語り手のウィルソンが、この世に

よみがえってかつての恋人の悪事を阻止する、というゴシック・ロマンスである。本授業ではしたがって、ポーの原作がパリンプセ

ストとなって再創造・再解釈されるプロセスを精査する。 

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

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

 The aim of this course is to probe into intertextuality and its time-transcending dimensions. Whether empathic or parodic, 

literary works sometimes define themselves by creating a dialogue with preceding texts. More specifically, this course aims to 

focus on the kind of postmodern literature that deconstructs (or reconstructs) the American Renaissance. As early as the 

1970s, for instance, Pynchon’s Gravity’s Rainbow was often compared with Melville’s Moby-Dick because of their common 

encyclopedic features. Since then, a certain strand of American literature has highlighted, continually, the historical awareness 

of postmodernism and the postmodernity of American Renaissance writers. 

 In the fall semester, we will read an anthology (published in 2013) of contemporary short stories rewriting Poe’s life and work 

from a queer perspective. “For the Applause of Shadows” by Christopher Barzak, for instance, tells a gothic tale in which the 

narrator named Wilson, after being killed by his homosexual lover named Wilson, resurrects himself and prevents his former lover 

from doing evil. This course, then, examines the ways in which Poe’s original text becomes a palimpsest to be recreated and 

reinterpreted. 

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

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

speak up in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（１） 
3. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（２） 
4. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（３） 
5. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（４） 
6. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（５） 
7. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（６） 
8. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（７） 
9. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（８） 

10. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（９） 
11. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（１０） 
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12. 総括 

13. レポート中間報告会 

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. Steve Berman. 2013. Where Thy Dark Eye Glances. Lethe Press (ISBN:978-1590213346) 

 

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） 

 

 

  



 - 41 - 

■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基礎的な能力を身につけ、チョーサーの『カンタベリ物語』における「虚構」という概念を細

かく論じられるようになることを目的とする。  

 

By the end of this course students will have acquired basic reading knowledge of Middle English texts and will be able to write 

critical essays about Chaucer's idea of fiction in the _Canterbury Tales_ based on close reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

中英語の基礎を学んだうえで、チョーサーの『カンタベリ物語』が持つ虚構性をはじめとした重要なテーマを考える。テクストを精

読しながら、解釈の可能性をクラスで討論する形式で進める。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

も重要なソースとして扱う。また、当時の社会・文化的な文脈も調査する。 

 

In this course we will explore Chaucer's idea of fiction and other important themes in the _Canterbury Tales_ after learning the 

rudiments of Middle English as a written language. The classes consist mainly of close reading of the materials and interpretive 

discussions. We will often turn to literary and philosophical sources which had a great influence on Chaucer's poems -- 

especially Boethius, _Roman de la Rose_, and Dante. Students will also examine the social and cultural contexts in which the 

_Canterbury Tales_ was produced.  

 

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(テクスト pp. xv-

xix)。本講義の主題である「チョーサーと虚構の問題」について説明する。  

2. チョーサーを研究するうえで必要となる背景知識について、「5世紀から 14 世紀のヨーロッパ文学・思想」「写本文化」「14

世紀の社会的背景」などの担当に分かれて調査し、発表する。 

3. The General Prologue, ll. 1-42までを読む。発表者はオープニングの描写をヨーロッパ文学の伝統（特に『薔薇物語』）と比

較し、分析してくること。 

4. The General Prologue, ll. 43-100 までを読む。発表者は騎士道や宮廷文化などについて調べてくること。 

5. The General Prologue, ll. 101-164 までを読む。発表者は修道院の成立について調べてくること。 

6. The General Prologue, ll. 165-207 までを読む。発表者は修道会や教会組織が持っていた社会的問題について調べてくるこ

と。 

7. The General Prologue, ll. 208-269 までを読む。発表者は修道院での生活について調べてくること。 

8. The General Prologue, ll. 270-308 までを読む。発表者は中世の商人の活動、および大学という組織について背景を調べて

くること。 

9. The General Prologue, ll. 309-360 までを読む。発表者は法律家の職業とジェントリ階級の社会的役割について調べてくるこ

と。 

10. The General Prologue, ll. 361-410 までを読む。発表者は中世世界のの交易について調べてくること。 

11. The General Prologue, ll. 411-444 までを読む。発表者は中世の医学が依拠していた文献などを調べてくること。 

12. The General Prologue, ll. 445-528 までを読む。発表者は中世の教区制度について成立過程を調べておくこと。 

13. The General Prologue, ll. 529-566 までを読む。発表者は中世の農村の生活について調べてくること。 

14. The General Prologue, ll. 567-622 までを読む。発表者は都市の新興ブルジョワジー（ギルド）の生活について調べてくるこ

と。 

 

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。発表者は、指定された文学・文化・社会的背景も調べ、発表時に補足すること。 

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） 
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レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Geoffrey Chaucer, Eds. V. A. Kolve and Glending Olson. 2005. The Canterbury Tales: Fifteen tales and the general Prologue. 

W. W. Norton and Company (ISBN:0-393-92587-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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基礎的な能力を身につけ、チョーサーの『カンタベリ物語』における「虚構」という概念を細

かく論じられるようになることを目的とする。  

 

By the end of this course students will have acquired basic reading knowledge of Middle English texts and will be able to write 

critical essays about Chaucer's idea of fiction in the _Canterbury Tales_ based on close reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

中英語の基礎を学んだうえで、チョーサーの『カンタベリ物語』が持つ虚構性をはじめとした重要なテーマを考える。テクストを精

読しながら、解釈の可能性をクラスで討論する形式で進める。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

も重要なソースとして扱う。また、当時の社会・文化的な文脈も調査する。 

 

In this course we will explore Chaucer's idea of fiction and other important themes in the _Canterbury Tales_ after learning the 

rudiments of Middle English as a written language. The classes consist mainly of close reading of the materials and interpretive 

discussions. We will often turn to literary and philosophical sources which had a great influence on Chaucer's poems -- 

especially Boethius, _Roman de la Rose_, and Dante. Students will also examine the social and cultural contexts in which the 

_Canterbury Tales_ was produced.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The General Prologue, ll. 623-668 までを読む。発表者は中世の裁判制度について調べてくること。 

2. The General Prologue, ll. 669-714 までを読む。発表者は免罪符と教会の腐敗について調べてくること。 

3. The General Prologue, ll. 715-746 までを読む。発表者はチョーサーの語りが生み出すメタフィクションの効果について分析

してくること。 

4. The General Prologue, ll. 747-809 までを読む。発表者は話を聞かせ合うゲームという設定について分析し、『デカメロン』な

どの枠物語の伝統を説明できるようにしてくること。 

5. The General Prologue, ll. 810-858 までを読む。発表者は General Prologue 全体が虚構としての『カンタべリ物語』に与える

効果について分析してくること。 

6. The Franklin's Tale, ll. 673-728までを読む。発表者はプロローグの役割を分析すること。 

7. The Franklin's Tale, ll. 729-790までを読む。発表者は話の文学的なソースについて調べて報告すること。 

8. The Franklin's Tale, ll. 791-856までを読む。発表者は結婚を題材とする他の話との比較をすること。 

9. The Franklin's Tale, ll. 857-900までを読む。発表者は中世の運命論について概要を説明できるようにしてくること。 

10. The Franklin's Tale, ll. 901-966までを読む。発表者は宮廷文学のジャンルについて調べてくること。 

11. The Franklin's Tale, ll. 967-1005までを読む。発表者は話の「岩を消す」という設定が主題にもたらす意味について分析して

くること。 

12. The Franklin's Tale, ll. 1006-1064 までを読む。発表者は宮廷風恋愛の文学的伝統について調べてくること。 

13. The Franklin's Tale, ll. 1065-1100 までを読む。発表者は love sickness という形式について過去の例を調べてくること。 

14. The Franklin's Tale について総括する。コースのテーマである「虚構」との関係についてこの作品が示唆するものは何か討

論する。 

 

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。発表者は、指定された文学・文化・社会的背景も調べ、発表時に補足すること。 

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%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Geoffrey Chaucer, Eds. V. A. Kolve and Glending Olson. 2005. _The Canterbury Tales: Fifteen Tales and the General Prologue. 

W. W. Norton and Company (ISBN:0-393-92587-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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」（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、英文法の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、その理解をクラス内ディスカッションによって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：5535975@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■JB178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB178／英語学特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
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、その理解をクラス内ディスカッションによって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: Prototype Categories 4.1 Prototypes 

2. Prototype Categories 4.2 Prototypes and Schemas 

3. Prototype Categories 4.3 Folk Categories and expert categories 

4. Prototype Categories 4.4 Hedges 

5. Linguistic and Encyclopaedic Knowledge: 5.1 The dictionary and the encyclopaedia 

6. Linguistic and Encyclopaedic Knowledge: 5.2 Domains and schemas 

7. Linguistic and Encyclopaedic Knowledge: 5.3 Frames and scripts 

8. Linguistic and Encyclopaedic Knowledge: 5.4 Perspectivization 

9. Linguistic and Encyclopaedic Knowledge: 5.5 Fake; 5.6 Real 

10. Polysemy and Meaning chains 6.1 Monosemous and polysemous Categories 

11. Polysemy and Meaning chains 6.2 An illustration: 'Climb' 

12. Polysemy and Meaning chains 6.3 'Over' 

13. Polysemy and Meaning chains 6.4 Some problems 

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：5535975@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■JC126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC126／日本史演習 １ 

(Seminar in Japanese History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
７世紀史の再構成 

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） 

我が国において古代国家が形成された 7 世紀の歴史は天智天皇と天武天皇を主人公にして描かれてきた。この歴史像が妥当

かどうか、史料に即して再検討を試みる。 

 

The history of  the 7th century when an ancient nation was formed in Japan has been told with Emperor Tenji  and Emperor 

Tenmu as the main characters. Ⅰwill try to reexamine whether this historical image is appropriate or not according to 

historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大化改新の契機となった乙巳の変（645 年）、唐・新羅連合軍に敗れた白村江の戦い（663 年）、天智天皇後継の座をめぐる壬申

の乱（672 年）に関する通説を検討し、七世紀史を再構成する。 

 

The political change of  Ⅰsshi （645）that triggered the Ｔaika Reform ,Battle of Hakusonkou（663）  lost to the Tang -Shiragi 

Allied Forces,Jinshin War（672） over the successor to Emperor Tenji, ,Ⅰwill review the myths about these incidents and 

reconstruct the history of the 7th century.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（問題の所在、参考文献の紹介など） 

2. 乙巳の変① 政変はどのように描かれてきたか 

3. 乙巳の変② 政変の関係人物 

4. 乙巳の変③ 政変の勃発と決着 

5. 乙巳の変④ 「改新之詔」―改革の実像 

6. 白村江の戦い① 朝鮮三国との関係史 

7. 白村江の戦い② 百済救援の意義 

8. 白村江の戦い③ 唐軍との激突 

9. 白村江の戦い④ 戦後外交の実態 

10. 壬申の乱① 天智天皇の王位継承構想 

11. 壬申の乱② 大海人皇子の挙兵 

12. 壬申の乱③ 倭古京をめぐる攻防戦 

13. 壬申の乱④ 瀬田橋の決戦 

14. 壬申の乱⑤ 天武・持統の政治 

 

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

事前に『日本書紀』の該当部分（現代語訳も可）を必ず熟読しておくこと（1 時間） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への参加度(25%)/質疑討論への参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠山美都男、1997、『白村江―古代東アジア大戦の謎』、講談社 (ISBN:4–06–149379–5) 

2. 遠山美都男、1996、『壬申の乱―天皇誕生の神話と史実』、中央公論新社 (ISBN:4–12–101293–3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠山美都男、2013、『大化改新と蘇我氏』、吉川弘文館 (ISBN:978–4–642–06447–7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 大樹(KIKUCHI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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 historicalsources and research papers on medieval Japan, which 

will help students writing their essays and dissertations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

①日本中世の公家日記に関する輪読・研究 

②日本中世（特に院政期・鎌倉期）の研究書・学術論文の講読 

③参加者の研究報告（執筆中の草稿の検討・討論を含む） 

 

以上の三つを行う予定である。 

 

①について、講読史料については初回の授業で参加者とともに相談して決定する。具体的には、「四条天皇凶事記」（『後中

記』）、「亀山天皇凶事記」（『公衡公記』）など、天皇・公家の崩御関係の古記録を考えている。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 research for court journals in medieval Japan 

(2) Reviews of academic bibliographies on medieval Japan (particularly the Insei and Kamakura period, 1068-1333) 

(3) Research reports by participan 

 

Students will engage in these three projects. 

 

Regarding (1), Professor will discuss what documents will be appreciated with participants at the firt sesion. Professor will 

suggest reading court journals includeng entries of the death of emperors and aristcrats, for example, Emperor Shiijo 

("Gochuki") and Emperor Kameyama("Kinhirakoki"). The course will also have participants conduct research reports inregard to 

their research. 

In every session the assigned student report his or her appointed part of dcuments by researching referred materials and 

essays. The reporter should prepare handouts. for the participants. 

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）  

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）  
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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. 1971~、『葉黄記１・２』、続群書類従完成会 (ISBN:978-4797102963) 

2. 2014、『公衡公記１~４』、八木書店 (ISBN:978-4840632881) 

「四条天皇凶事記」「亀山天皇凶事記」などは未翻刻のため、教員から写本の利用について説明し、便宜を図る。刊本史料につ

いては、授業内で指示するので、それまで購入等の必要はない。 

 

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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■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） 
中尾 俊介(NAKAO SHUNSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC313 

 

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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■JC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC130／日本史演習 ５ 

(Seminar in Japanese History 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
屋良朝苗日記を読む 

担当者名 

（Instructor） 
冨永 望(TOMINAGA NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC315 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

める。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

場合は、報告の機会を設け、論文指導を行う。 

 

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

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

graduate school . 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦後沖縄史概説１ 

2. 戦後沖縄史概説２ 

3. 輪読１ 

4. 輪読２ 

5. 輪読３ 

6. 輪読４ 

7. 輪読５ 

8. 輪読６ 

9. 輪読７ 

10. 輪読８ 

11. 輪読９ 

12. 輪読 10 

13. 輪読 11 

14. 輪読 12 

 

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

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

縄現代史』（中公新書、2015 年） 沖縄を題材としたテレビのドキュメンタリー番組や沖縄に関する新聞・テレビの報道についても

アンテナを張っておくことを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

輪読した部分は清書し、ワードファイルで提出する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC132／東洋史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Asian History 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA207「経営史特論１」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC325 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

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

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

thinking skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

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

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

researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中近世ヨーロッパ地域経済・産業の調査研究 

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） 

中世から近世にかけてのヨーロッパ地域経済・産業を部門別に学ぶ。英語を含む専門文献の精読を基に解説と議論を行う。テー

マは，「農林水産業」と，「繊維産業およびその関連部門」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。 

 

We argue the local economy and industry of Europe from the Middle Ages to the early modern period. Main topics will be: 

"agriculture", "forestry", "forestry", "textile industry and its relevant sectors". 

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. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（１） 

3. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（２） 

4. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（３） 

5. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（４） 

6. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（５） 

7. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（１） 

8. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（２） 

9. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（３） 

10. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（４） 

11. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（５） 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中近世ヨーロッパ地域経済・産業の調査研究 

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） 

中世から近世にかけてのヨーロッパ地域経済・産業を部門別に学ぶ。英語を含む専門文献の精読を基に解説と議論を行う。テー

マは，「資源と地域産業」および「商業と企業」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。 

 

We argue the local economy and industry of Europe from the Middle Ages to the early modern period. Main topics will be: 

"resources and regional economy" and "commerce and entrepreneurs". 

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. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（１） 

3. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（２） 

4. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（３） 

5. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（４） 

6. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（５） 

7. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（１） 

8. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（２） 

9. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（３） 

10. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（４） 

11. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（５） 

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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■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） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

ル・論文・要旨』（早稲田大学総合研究機構,2013 年 11 月８日 

 

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

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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（執筆中の草稿の検討・討論を含む） 

 

以上の三つを行う予定である。 

 

①について、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て決定する。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） 
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5. 中世史料輪読（４） 

6. 中世史文献講読（１） 

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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■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） 
菊地 大樹(KIKUCHI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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 historicalsources and research papers on medieval Japan, which 

will help students  writing their essays and dissertations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①日本中世の公家日記に関する輪読・研究 

②日本中世（特に院政期・鎌倉期）の研究書・学術論文の講読 

③参加者の研究報告（執筆中の草稿の検討・討論を含む） 

 

以上の三つを行う予定である。 

 

①について、講読史料については初回の授業で参加者とともに相談して決定する。具体的には、「四条天皇凶事記」（『後中

記』）、「亀山天皇凶事記」（『公衡公記』）など、天皇・公家の崩御関係の古記録を考えている。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 research for court journals in medieval Japan 

(2) Reviews of academic bibliographies on medieval Japan  (particularly the Insei and Kamakura period, 1068-1333) 

(3) Research reports by participan 

 

Students will engage in these three projects. 

 

Regarding (1), Professor will discuss what documents will be appreciated with participants  at the firt sesion. Professor will 

suggest reading court journals includeng entries of the death of emperors and aristcrats, for example, Emperor Shiijo 

("Gochuki") and Emperor Kameyama("Kinhirakoki"). The course will  also have participants conduct research reports inregard 

to their research.  

In every session the assigned student report his or her appointed part of dcuments by researching referred materials and 

essays. The reporter should prepare handouts. for the participants.  

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） 

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） 
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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. 1971~、『葉黄記１・２』、続群書類従完成会 (ISBN:978-4797102963) 

2. 2014、『公衡公記１～４』、続群書類従完成会 (ISBN:978-4840632881) 

「四条天皇凶事記」「亀山天皇凶事記」などは未翻刻のため、教員から写本の利用について説明し、便宜を図る。刊本史料につ

いては、授業内で指示するので、それまで購入等の必要はない。 

 

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） 
木村 涼(KIMURA RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

the course will emphasize comprehension of such materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料もしくは論文の輪読（１） 

3. 史料もしくは論文の輪読（２） 

4. 史料もしくは論文の輪読（３） 

5. 史料もしくは論文の輪読（４） 

6. 史料もしくは論文の輪読（５） 

7. 史料もしくは論文の輪読（６） 

8. 史料もしくは論文の輪読（７） 

9. 史料もしくは論文の輪読（８） 

10. 史料もしくは論文の輪読（９） 

11. 史料もしくは論文の輪読（１０） 

12. 史料もしくは論文の輪読（１１） 

13. 史料もしくは論文の輪読（１２） 

14. 史料もしくは論文の輪読（１３） 

 

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

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

釈し、どのようなことが読み取れるのかを正確に探り出すことが肝要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC146／日本史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Japanese History 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
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／論文講読（１） 

3. 史料講読／論文講読（２） 

4. 史料講読／論文講読（３） 

5. 史料講読／論文講読（４） 

6. 史料講読／論文講読（５） 

7. 史料講読／論文講読（６） 

8. 史料講読／論文講読（７） 

9. 史料講読／論文講読（８） 

10. 史料講読／論文講読（９） 

11. 史料講読／論文講読（10） 

12. 史料講読／論文講読（11） 

13. 史料講読／論文講読（12） 

14. 史料講読／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。 授業後は史料の読み直し等の復習

をすすめる。 

 

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） 
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)） 

 



 - 72 - 

 

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） 

 

 



 - 77 - 

■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：陶磁器をめぐる諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA221「東洋史特論１」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宋元明代のユーラシアおよび海域アジア交流史にかかわる陶磁器の流通が各地の社会に与えた影響がどのようなものであった

のか理解することを目標とします。 

 

This course aims to understand the historical impacts of "ceramic distribution" in Maritime Asia including China, Japan, 

Southeast Asia, and the Indian Ocean world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は宋元明代の陶磁器資料を考察し、関連資料や関連文献も参照しつつ、ユーラシアおよび海域アジアの多様な社会とそ

の交流について検討をおこないます。また、必要に応じて学外に資料を見学に行くことがあります。 

 

In this course, we look at Chinese porcelain and ceramics of the Song-Yuan-Ming period and consider the social influence on 

China and the neighbouring regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論１：宋元明代の交流史における陶瓷資料１ 

2. 導論２：宋元明代の交流史における陶瓷資料２ 

3. 資料解説１：日中間の貿易陶磁１ 

4. 資料解説２：日中間の貿易陶磁２ 

5. ディスカッション：貿易陶磁 

6. 資料解説３：唐物と伝世品１ 

7. 資料解説４：唐物と伝世品２ 

8. ディスカッション：唐物と伝世品 

9. 資料解説５：陶磁器の意匠１ 

10. 資料解説６：陶磁器の意匠２ 

11. ディスカッション：：陶磁器の意匠 

12. 資料解説７：インド洋海域世界の陶磁貿易１ 

13. 資料解説８：インド洋海域世界の陶磁貿易２ 

14. ディスカッション：インド洋海域世界の陶磁貿易 

 

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

取り上げた陶瓷資料に関してデータをまとめて、資料として研究に活用できるようにしておいてください。また、積極的に美術館や

博物館で関連資料の観察をおこなってみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストや参考資料に関しては、授業内で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 三上次男、2000（初版 1969）、『陶磁の道 : 東西文明の接点をたずねて』、中央公論美術出版 (ISBN:4805503858) 

2. 森達也、2015、『中国青瓷の研究 編年と流通』、汲古書院 (ISBN:9784762965456) 

3. 四日市康博、2008、『モノから見た海域アジア史』、九州大学出版会 (ISBN:9784873789668) 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC156／東洋史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Asian History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
陶磁器を研究資料とした歴史研究・考古学研究・美術史研究 

担当者名 

（Instructor） 
森 達也(MORI TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

陶磁器を研究資料とした歴史研究、考古学研究、貿易史研究、美術史研究の方法論を習得し、実際の研究を実施する能力を身

につける。 

 

Students will acquire methodologies for historical research, archaeological research, trade history research, and art history 

research using ceramics as research materials, and acquire the ability to carry out actual research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国陶磁の生産、流通、消費などについてのこれまでの研究を検証し、陶磁器を研究資料とした学術研究について学ぶ。授業は

ゼミ形式で実施。学生による発表と討論、教員による講評と指導を組み合わせて進める。 

 

Students will examine previous research on the production, distribution, and consumption of Chinese ceramics, and learn about 

academic research using ceramics as research materials. This class is conducted in a seminar format. Students' presentations 

and discussions, and faculty reviews and guidance are combined to promote this course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 陶磁器の概念と研究方法 

2. 陶磁器を研究資料とした歴史研究 

3. 陶磁器を研究資料とした考古学研究 

4. 陶磁器を研究資料とした貿易史研究 

5. 陶磁器を研究資料とした美術史研究 

6. 資料閲覧・購読① 

7. 資料閲覧・購読② 

8. 資料閲覧・購読③ 

9. 資料閲覧・購読④ 

10. 資料閲覧・購読⑤ 

11. 調査・研究結果の発表① 

12. 調査・研究結果の発表② 

13. 調査・研究結果の発表③ 

14. 授業総括 

 

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

履修者は与えられたテーマに沿いながら予習として発表準備を行い、発表後には復習として発表内容の再検証を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加態度（授業内での発表の内容、方法、準備状況、授業内での意見の提示状況など）(100%) 

履修者は必ず 1 回以上の発表を行わなくてはならない。授業はオンラインで実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 森達也、2015、『中国青瓷の研究』、汲古書院 (ISBN:978-4762965456) 

2. アジア考古学四学会編、2013、『陶磁器流通の考古学』、高志書院 (ISBN:978-4862151278) 

3. 佐藤信編、2018、『水中遺跡の歴史学』、山川出版社 (ISBN:978-4634523661) 

4. 藪 敏裕, 森 達也, 徳留大輔編、2019、『貿易陶磁器と東アジアの物流』、高志書院 (ISBN:978-4862151889) 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC158／東洋史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Asian History 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
魏晋南北朝～元明石刻史料研究 

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～元明時代に作成された石刻史料や関連論文の読解を通じて、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。 

 

In this class, we make it a goal to gain a further understanding of Chinese politics, society, and culture from the Three Kingdoms 

upto the Yuan and Ming Dynasties through reading the historical stone inscriptions of those periods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国の魏晋南北朝時代～元明時代に作成された石刻史料や関連論文のなかから、受講者の関心に応じたものを選び読解す

る。石刻史料を読み際には、担当者は録文・書き下し・語釈・日本語訳を作成する。また、読解した石刻史料を利用した研究報告

も行う。なお、授業内容については、受講生と相談の上、柔軟に対応する。 

 

We select and read some stone inscriptions of the Three Kingdoms, the Northern and Southern dynasties, and   Yuan and Ming 

Dynasties of China depending on the interests of each student. So, a student in charge should transcribe the text, translate it 

into traditional Japanese (kaki-kudashi) and modern Japanese, and annotate technical words. You can also report your research 

based on the materials you read in this class. Basically, I handle this class by responding flexibly to student’s requests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論１：中国における石刻史料の概要（１） 

2. 導論２：中国における石刻史料の概要（２） 

3. 史料・論文講読（１） 

4. 史料・論文講読（２） 

5. 史料・論文講読（３） 

6. 研究報告（１） 

7. 史料・論文講読（４） 

8. 史料・論文講読（５） 

9. 史料・論文講読（６） 

10. 研究報告（２） 

11. 史料・論文講読（７） 

12. 史料・論文講読（８） 

13. 史料・論文講読（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） 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC161／東洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Asian History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC321 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本演習の進め方について説明 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC162／東洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Asian History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC322 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（14） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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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） 

JD177「超域文化学演習１Ａ」との併置科目 

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） 

 

 

  



 - 86 - 

■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） 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

JD178「超域文化学演習１Ｂ」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC324 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本建築史、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 Japanese architectural 

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本建築史、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 Japanese 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） 

授業で購読する文献は、初回授業で受講者と相談しつつ決める。 

 

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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■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） 
JJ108「現代文明学演習１」との併置科目 

 

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. 東ユーラシア圏域の歴史１ 

3. 東ユーラシア圏域の歴史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. 海域世界と陸域世界 

7. 海域世界と陸域世界 

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） 

1. 弘末雅士、近刊、『岩波講座世界歴史 12 巻』、岩波書店 

 

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） 

1. 弘末雅士、近刊、『岩波講座世界歴史 12 巻』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC167／東洋史演習 ４Ａ 

(Seminar in Asian History 4A) 

担当者名 

（Instructor） 

山形 眞理子(YAMAGATA MARIKO) 

滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
JD181「超域文化学特殊研究」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の前半では、ユネスコ世界遺産に登録された東南アジアの考古遺跡に注目する。各国の歴史的・文化的脈絡と現代社会の

価値観を背景に、考古遺跡がどのように位置づけられ、活用されてきたか考察する。授業の後半では、巨大都市江戸の文化が

明治～昭和初期においてどのように評価され、捉え直されていったのかについて、歴史・民俗・美術・人類学など多様な切り口か

ら総合的に理解する。 

 

The first half of this course focuses on the UNESCO World Heritage sites in Southeast Asia, especially those consisting of 

archaeological sites. The aims and significance of promoting archaeological sites as World Heritage are discussed in detail, 

taking each particular historical and cultural circumstances into account. In the second half of this course,  students are 

required to get a comprehensive understanding about how the culture of the megacity Edo was evaluated and reinterpreted, 

during the Meiji and early Showa periods, from various perspectives such as history, folklore, art, and anthropology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、まず世界遺産の仕組みについて概説し、続いて各論として東南アジアの世界遺産 6 件を取り上げる。いずれも

考古遺跡が世界遺産の重要な構成要素となっている事例である。遺跡自体の概説、世界遺産登録への経緯、登録後の変化な

ど、多様な視点から現代社会と遺跡の関わりを考察する。講義を踏まえてディスカッションを行う。授業の後半では、近代の江戸

文化再評価に関する文献や関連する論文・展示図録などを精読しながら、アプローチ方法や分析手法を学ぶとともに、各受講者

が自分なりの問題関心から調べた関連トピックについて議論する。 

 

In the first half of the course, firstly, the outline of the system of UNESCO World Heritage is reviewed. Then, six World Heritage 

sites of Southeast Asia with archaeological sites as main components are focused. The relationship between the archaeological 

sites and modern society is argued from various perspectives, including  an overview of each archaeological site itself, the aim 

and the process towards the registration by UNESCO, changes caused by registration, and so on. Based on the lectures, 

discussion among students is held. In the second half of the course, students learn the approach method and analysis method 

by carefully reading the literature on re-evaluation of the modern Edo culture, including related papers and exhibition catalogs. 

Then, discussion on related topics that each student investigated from their own problem awareness and interest is held. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ユネスコ世界遺産について 

2. サンギラン（インドネシア）：世界遺産となった初期人類の遺跡 

3. バンチェン（タイ）：新たな価値が付与される先史時代遺跡 

4. ミーソン（ベトナム）：ベトナムが活用するチャンパの文化遺産 

5. アンコール（カンボジア）：東南アジアを代表する巨大建築遺跡群の保全 

6. ホイアン（ベトナム）：観光開発に揺れる歴史的町並み 

7. レンゴン（マレーシア）：多民族国家における考古遺跡の活用 

8. 江戸東京学について 

9. 廃仏毀釈の文化的影響  

10. 文明開化と江戸風俗の変化 

11. 東京開市三百年祭と江戸回顧の活動 

12. 北会とキリスト教徒原胤昭 

13. 人類学者フレデリック・スタールの日本文化発見 

14. 受け継がれる祭礼文化 

 

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

授業の前半については、講義内容を踏まえ、日本や世界各地に存在する考古遺跡が世界遺産となった事例について、受講生各

自が積極的に情報を収集し、理解を深めること。授業の後半については、江戸文化についての基本的理解を得ておくとともに、関

連する文献や論文を積極的に収集・分析し、自分なりの知見を整理すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート(20%)/出席状況ならびに授業態度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西山松之助 、1994、『江戸学事典 縮刷版』、弘文堂 (ISBN:4-335-25053-3) 

2. 小木新造、2003、『江戸東京学事典 新装版』、三省堂 (ISBN:4-385-15388-4) 

3. フレデリック・スタール、2007、『お札行脚 （知の自由人叢書）』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-04716-8) 

4. 滝口正哉、2018、『江戸の祭礼と寺社文化』、同成社 (ISBN:978-4-88621-788-2) 

その他の参考文献は随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC173／西洋史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Western History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋古代史セミナー１ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語，ないしラテン語の古典文献を講読することを通じ，古典語のテキストクリティークに習熟する。古典ギリシア語や

ラテン語の知識がない者は、英訳テキストによる参加を認める。 

 

By reading Classical Greek and/or Latin texts,  participants' ability in text critique and knowledge about classical antiquity are 

expected to develop. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今年度は，ローマ世界における「ドキュメント」に焦点を当て，ギリシア語パピルスを読む。読むべきテキストについては初回に相

談する。 

 

This year, especially by reading documentary contract papyri, participants shall be acquainted with forms of contracts and learn 

the process of diffusion of Roman law in Egypt under the early Empire. 

 

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） 

テキストをあらかじめ一頁以上読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

初回に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC174／西洋史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Western History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋古代史セミナー１ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語，ないしラテン語の古典文献を講読することを通じ，古典語のテキストクリティークに習熟する。古典ギリシア語や

ラテン語の知識がない者は、英訳テキストによる参加を認める。 

 

By reading Classical Greek and/or Latin texts,  participants' ability in text critique and knowledge about classical antiquity are 

expected to develop. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今年度は，ローマ世界における「ドキュメント」に焦点を当て，ギリシア語パピルスを読む。読むべきテキストについては初回に相

談する。 

 

This year, especially by reading documentary contract papyri, participants shall be acquainted with forms of contracts and learn 

the process of diffusion of Roman law in Egypt under the early Empire. 

 

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） 

テキストをあらかじめ一頁以上読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

初回に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 95 - 

■JC175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC175／西洋史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Western History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ宗教史を読む 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 清子(SATO SEIKO) 

学期 

（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） 

アメリカ合衆国宗教史に関する近年の研究書のクリティカル・リーディングを行う。基本的知識を身につけるとともに、議論の構成

や例の提示などを批判的観点から検証する訓練をする。 

 

Students will do critical reading of a recent research book on the history of religions in the United States. Students will acquire 

basic knowledge and examine the arguments from a critical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読を行う。文献としては、 John G. Turner著 They Knew They Were Pilgrims: Plymouth Colony and the Contest 
for American Liberty (Yale University Press, 2020)を使用する。宗教的迫害を逃れたアメリカ「最初の」移住者、アメリカの自由の

体現者として伝説化された巡礼父祖たちの現実を、資料に即して明らかにした研究である。 

 

The Class will read They Knew They Were Pilgrims: Plymouth Colony and the Contest for American Liberty (Yale University 

Press, 2020) by John G. Turner. This study explores the reality of the Pilgrim Fathers and their myths, which enshrine them as 

the "first" American settlers and the embodiment of American liberty.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：ピルグリムの神話化と「キリスト教国」論 

3. Introduction、第 1 章 

4. 第 2 章、第 3 章 

5. 第 4 章、第 5 章 

6. 第 6 章、第 7 章 

7. 第 8 章、第 9 章 

8. 第 10 章、第 11 章 

9. 第 12 章、第 13 章 

10. 第 14 章、第 15 章 

11. 第 16 章、第 17 章 

12. 第 18 章、第 19 章 

13. Conclusion 

14. まとめ 

 

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

英語文献なので、事前に予習し単語レベルで不明点がないようにして受講すること。授業中は学生に口頭で訳を行ってもらうの

で、そのつもりで準備しておく。授業後は復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/毎回の授業参加(70%) 

1/3 をこえる欠席がある場合、基本的に単位認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John G. Turner. 2020. They Knew They Were Pilgrims: Plymouth Colony and the Contest for American Liberty. Yale 

University Press (ISBN:0300225504) 

 

参考文献（Readings） 

1. デイヴィッド・D・ホール、2012、『改革をめざすピューリタンたち―ニューイングランドにおけるピューリタニズムと公的生活の変

貌』、彩流社 (ISBN:4779118409) 
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2. 大西直樹、1998、『ピルグリム・ファーザーズという神話―作られた「アメリカ建国」』、講談社 (ISBN:4062581310) 

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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■JC176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC176／西洋史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Western History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ宗教史を読む 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 清子(SATO SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

アメリカ合衆国宗教史に関する近年の研究書のクリティカル・リーディングを行う。基本的知識を身につけるとともに、議論の構成

や例の提示などを批判的観点から検証する訓練をする。 

 

Students will do critical reading of a recent research book on the history of religions in the United States. Students will acquire 

basic knowledge and practice examining the organization of arguments and presentation of examples from a critical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読を行う。文献としては、Katharine Gerbner 著、Christian Slavery: Conversion and Race in the Protestant Atlantic 
World （University of Pennsylvania Press, 2019）を読む。植民地期の環大西洋世界で活動したプロテスタントたちは当初、奴隷制

とキリスト教の両立に懐疑的だった。にもかかわらず、やがて奴隷のキリスト教化はすすみ、キリスト教による奴隷制の擁護が行

われるようになった。本書はこの過程を歴史的にたどり、アメリカにおける人種主義とプロテスタンティズムの結びつきの淵源を明

らかにしている。 

 

The Class will read Christian Slavery: Conversion and Race in the Protestant Atlantic World （University of Pennsylvania Press, 

2019） by Katharine Gerbner. Protestants in the colonial Atlantic world were initially skeptical of the compatibility of slavery and 

Christianity. Nonetheless, the Christianization of slaves eventually succeeded and gave birth to "Christian Slavery." This book 

traces this process historically and reveals the connection between racism and Protestantism in America. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：南部奴隷制とキリスト教 

3. Introduction 

4. 第 1 章 

5. 第 2 章 

6. 第 3 章 

7. 第 4 章 

8. 第 5 章 

9. 第 6 章 

10. 第 7 章 

11. 第 8 章 

12. Epilogue 

13. BLM とアメリカ宗教史研究 

14. まとめ 

 

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

英語文献なので、事前に予習し単語レベルで不明点がないようにして受講すること。授業中は学生に口頭で訳を行ってもらうの

で、そのつもりで準備しておく。授業後は復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/毎回の授業参加(70%) 

1/3 をこえる欠席がある場合、基本的に単位認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Katharine Gerbner. 2019. Christian Slavery: Conversion and Race in the Protestant Atlantic World. University of Pennsylvania 

Press (ISBN:0812224361) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 黒崎 真、2015、『アメリカ黒人とキリスト教― 葛藤の歴史とスピリチュアリティの諸相』、ぺりかん社 (ISBN:4831530077) 

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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■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） 
The Reformation 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this course is to provide students with the opportunity to develop advanced communication skills through the 

discussion of controversial issues in Western History and their impact on society.  Students will give presentations on assigned 

readings from the course textbook The Reformation and participate in class discussions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The Reformation considers a process which transformed Europe and left an indelible mark on the modern world - one that 

began as a dispute over Christians’ path to salvation, but rapidly led to fundamental changes in society.  Doctrinal debates are 

examined in a non-technical way, and the effects the Reformation had on politics, society, art, and minorities are made explicit. 

This course looks at how varieties of faith exported from Europe transformed Christianity into a truly world religion.  It 

assesses the complex legacy of the Reformation, contrasting the intensified intolerance produced and the establishment of 

pluralism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Reformations, Part 1 

3. Reformations, Part 2 

4. Salvation, Part 1 

5. Salvation, Part 2 

6. Politics, Part 1 

7. Politics, Part 2 

8. Society, Part 1 

9. Society, Part 2 

10. Culture, Part 1 

11. Culture, Part 2 

12. Others, Part 1 

13. Others, Part 2 

14. Legacy 

 

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

Students are required to read assigned pages of the course textbooks and prepare for presentations in class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in class discussions(30%)/Student presentations(50%)/written work(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Peter Marshall. 2009. The Reformation: A Very Short Introduction. Oxford University Press (13: 9780199231317) 

Students must purchase textbook. 

 

参考文献（Readings） 

Students will receive information about essential reading for this course at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Classes will be held in seminar style.   

 

注意事項（Notice） 
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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） 
Stuart Britain 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this course is to provide students with the opportunity to develop advanced communication skills through the 

discussion of controversial issues in Western History and their impact on society.  Students will give presentations on assigned 

readings from the course textbook Stuart Britain and participate in class discussions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Stuart Britain sets the Revolution in its political, religious, social, economic, intellectual, and cultural contexts.  It gives an 

account of the effects of a period when population was growing faster than both food supply and the employment market. It 

looks at the failed attempts of successive governments to impose religious uniformity on their subjects and how Charles I 

blundered into a civil war which then took on its own momentum. The result was his trial and execution, the abolition of the 

monarchy, the House of Lords, the bishops, and the Prayer Book. After such an upheaval, order and obedience were restored 

only with difficulty. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Society and Economic Life, Part 1 

2. Society and Economic Life, Part 2 

3. Government and Law, Part 1 

4. Government and Law, Part 2 

5. The Early Stuarts, Part 1 

6. The Early Stuarts, Part 2 

7. The Civil Wars, Part 1 

8. The Civil Wars, Part 2 

9. Commonwealth and Protectorate, Part 1 

10. Commonwealth and Protectorate, Part 2 

11. Restoration Monarchy, Part 1 

12. Restoration Monarchy, Part 2 

13. Intellectual and Religious Life, Part 1 

14. Intellectual and Religious Life, Part 2 

 

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

Students are required to read assigned pages of the course textbooks and prepare for presentations in class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in class discussions(30%)/Student presentations(50%)/Written work(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Morrill. 2000. Stuart Britain: A Very Short Introduction. Oxford University Press (13: 9780192854001) 

Students must purchase textbook. 

 

参考文献（Readings） 

Students will receive information about essential reading for this course at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Classes will be held in seminar style.   

 

注意事項（Notice） 
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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） 
アメリカ史文献購読 

担当者名 

（Instructor） 
大鳥 由香子(OTORI YUKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年に米国で出版された初期アメリカ史に関する文献を購読する。特に女性とキリスト教に関する文献を取り上げる。 

 

Students will read recent works on early American history, with a thematic focus on women and Christianity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読と議論を中心に進める。 

 

We will discuss assigned readings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献購読 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. 文献購読 

 

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

指定された文献を必ず読んでからクラスに参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

開講時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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（ラテン語など）を、そのコンテクストに注意を払いつつ、読解できるようになることを目標とする。 

 

This course aims to enable students to read the text of European medieval historical materials in Latin or in other languages, 

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 European 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（ラテン語など）を、そのコンテクストに注意を払いつつ、読解できるようになることを目標とする。 

 

This course aims to enable students to read the text of European medieval historical materials in Latin or in other languages, 

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 European 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） 
20 世紀イギリス史演習 

担当者名 

（Instructor） 
横江 良祐(YOKOE RYOSUKE) 

学期 

（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） 

20 世紀イギリス史を中心に、近現代西洋史における研究動向を批判的に整理・検討できるようになる。参加者間での新しい研究

成果や解釈などの共有を通し、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。  

 

With a special focus on twentieth-century Britain, students will learn to critically decipher and analyse research trends and 

findings in Modern Western history. By sharing new research findings and interpretations with fellow students, they will gain new 

academic skills through the formulation of research questions, presentation and communication, academic writing, and groups 

discussions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週のセッションごとにディスカッションセミナーと個人研究報告を交互に行う。 

 

ディスカッションセミナーでは、政党政治、帝国と人種、国家と社会、医療と公衆衛生、ジェンダーと階級、大衆と若者文化など、20

世紀イギリス史の主要テーマにまつわるテキスト（研究論文、一次資料）を読み、討論などを重ねて専門的な知識を深める。 

 

一方で個人研究報告では、参加者のうちの一人に、問題関心に即した研究報告をしてもらい、その内容についてグループ全体で

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。 

 

This course will alternate between discussion seminars and individual research presentation sessions every week. 

 

In discussion seminars, students will read and debate texts (journal articles, primary sources) on some of the key themes in 

twentieth-century British history, including party politics, state and society, medicine and public health, gender and class, and 

popular and youth culture. 

 

On the other hand, individual research presentation sessions require students to present a research report based on their 

academic interests. In doing so, it also requires other participants to pose questions and comments in an academic manner and 

contribute to the presenter’s research topic.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告者とテーマを決める 

2. ディスカッションセミナー 1 

3. 個人研究報告 1 

4. ディスカッションセミナー 2  

5. 個人研究報告 2 

6. ディスカッションセミナー 3 

7. 個人研究報告 3 

8. ディスカッションセミナー 4 

9. 個人研究報告 4 

10. ディスカッションセミナー 5 

11. 個人研究報告 5 

12. ディスカッションセミナー 6 

13. 個人研究報告 6 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は，履修登録完了後に Blackboard 上で履修者に対して行う。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の討論への参加・貢献度(50%)/報告担当者として行った個別報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
20 世紀イギリス史演習 

担当者名 

（Instructor） 
横江 良祐(YOKOE RYOSUKE) 

学期 

（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） 

20 世紀イギリス史を中心に、近現代西洋史における研究動向を批判的に整理・検討できるようになる。参加者間での新しい研究

成果や解釈などの共有を通し、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。  

 

With a special focus on twentieth-century Britain, students will learn to critically decipher and analyse research trends and 

findings in Modern Western history. By sharing new research findings and interpretations with fellow students, they will gain new 

academic skills through the formulation of research questions, presentation and communication, academic writing, and groups 

discussions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週のセッションごとにディスカッションセミナーと個人研究報告を交互に行う。 

 

ディスカッションセミナーでは、政党政治、国家と社会、医療と公衆衛生、ジェンダーと階級、大衆と若者文化など、20 世紀イギリ

ス史の主要テーマにまつわるテキスト（研究論文、一次資料）を読み、討論などを重ねて専門的な知識を深める。 

 

一方で個人研究報告では、参加者のうちの一人に、問題関心に即した研究報告をしてもらい、その内容についてグループ全体で

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。 

 

This course will alternate between discussion seminars and individual research presentation sessions every week. 

 

In discussion seminars, students will read and debate texts (journal articles, primary sources) on some of the key themes in 

twentieth-century British history, including party politics, state and society, medicine and public health, gender and class, and 

popular and youth culture. 

 

On the other hand, individual research presentation sessions require students to present a research report based on their 

academic interests. In doing so, it also requires other participants to pose questions and comments in an academic manner and 

contribute to the presenter’s research topic.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告者とテーマを決める 

2. ディスカッションセミナー 1 

3. 個人研究報告 1 

4. ディスカッションセミナー 2  

5. 個人研究報告 2 

6. ディスカッションセミナー 3  

7. 個人研究報告 3 

8. ディスカッションセミナー 4 

9. 個人研究報告 4 

10. ディスカッションセミナー 5 

11. 個人研究報告 5 

12. ディスカッションセミナー 6  

13. 個人研究報告 6 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は，履修登録完了後に Blackboard 上で履修者に対して行う。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の討論への参加・貢献度(50%)/報告担当者として行った個別報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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・ヒストリー」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. ゼバスティアン・コンラート、2021、『 グローバル・ヒストリー  批判的歴史叙述のために』、岩波書店 (ISBN: 9784000226448) 

2. リン・ハント、2016、『グローバル時代の歴史学』、岩波書店 (ISBN:978-4000226400) 

3. 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) 

4. ヤン・ド・フリース、2021、『勤勉革命』、筑摩書房 (ISBN:978-4480861375) 

 

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「21 世紀における歴史学の研究動向」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） 

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. 荒川正晴ほか（編）、2021、『岩波講座 世界歴史 第 1 巻 世界史とは何か』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-011411-0) 

2. 樺山紘一ほか（編）、1998、『岩波講座 世界歴史 第 1 巻 世界史へのアプローチ』、岩波書店 (ISBN:9784000108218) 

3. シドニー・ミンツ、2021、『甘さと権力―砂糖が語る近代史』、ちくま学芸文庫 (ISBN:9784480510488) 

4. ティモシー・ブルック、2014、『フェルメールの帽子  作品から読み解くグローバル化の夜明け』、岩波書店 

(ISBN:9784000246965) 

5. 武井彩佳、2021、『歴史修正主義』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102664-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

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） 

 

 

  



 - 115 - 

■JC702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

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） 
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■JD151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD151／地域社会研究方法論 Ａ 

(Method of Area Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
合同ゼミナール 

担当者名 

（Instructor） 

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) 

学期 

（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(40%)/発表方法・内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD155／地理学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Geography 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 

アジア（主として日本，韓国，東南アジア）の地理的概要を理解した上で，都市発展にともなう水環境の変遷と水環境問題につい

ての知識を身につける。 

 

This course expects students to understand the geographical overview of Asian countries (e.g. Japan, Korea, and South East 

Asian countries), and particularly the changing water environments along with urban development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア（主として東南アジア，東アジア）の地誌について講義する。 

東南アジア，日本，韓国における都市の水環境問題に関する研究事例について講義する。 

 

The contents of this course is the topography of Asia (mainly  East and South East Asian countries), and particularly the cases 

related to water environments in the urban parts of Japan, Korea and South East Asian countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容についてのイントロダクション，講師の研究紹介 

2. アジア地誌概論：地理的位置，自然環境，都市と人口 

3. アジアの７都市３時期の土地利用変化 

4. 都市化と過剰都市化，水環境問題の諸相 

5. ジャカルタ都市圏の拡大と水環境問題 

6. 大阪の都市化と水環境の変遷 

7. 東京の都市用水利用の歴史的経緯 

8. 流域スケールでみた日本の水需給の地域的傾向 

9. 豪雨による土砂災害のリスクと防災 

10. 諏訪湖の環境変化と観光地としての変容 

11. 金沢の都市内用水路と都市住民の関係 

12. ソウルの清渓川復元事業と水辺空間 

13. 韓国公州市済民川の景観形成と地域活性化 

14. アジアの都市発展と水環境問題に関するまとめ 

 

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

授業内で紹介する参考文献の精読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回授業終了時の小課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下亜紀郎、2015、『水環境問題の地域的諸相』、古今書院 (ISBN:9784772281157) 

2. 山下亜紀郎、2016、『土地利用でみるアジアの都市化と自然環境』、筑波大学出版会 (ISBN:9784904074398) 

その他，授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主としてパワーポイントを用いた講義形式で実施する。 
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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） 
アジア・アフリカ研究 

担当者名 

（Instructor） 
山下 亜紀郎(YAMASHITA 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） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学における地域概念を理解した上で，ラテンアメリカ（主としてブラジル）の地誌や地理学的な研究事例について学ぶ。 

 

This course expects students to understand the basic concepts as to region in geography, and particular the topographical and 

geographical characteristics of Latin American countries (mainly Brazil). 

 

授業の内容（Course Contents） 

地理学における地域概念について講義する。 

ラテンアメリカ（主としてブラジル）の地誌について講義する。 

ブラジルにおける地域研究の事例について講義する。 

 

The contents of this course is the concepts as to region in geography, and particularly the cases of Latin American countries 

(mainly Brazil) from the viewpoints of topography and regional studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容についてのイントロダクション，講師の研究紹介 

2. 地理学の学問体系，地域概念 

3. 地域的観点と地域モデル 

4. ラテンアメリカ地誌１：地理的位置と自然環境 

5. ラテンアメリカ地誌２：農業 

6. ラテンアメリカ地誌３：都市と人口 

7. ラテンアメリカ地誌４：人種・民族 

8. ラテンアメリカ地誌５：ブラジルの日系人，日本のブラジル人 

9. ブラジル地域研究事例１：パンタナール湿原の自然環境と農業 

10. ブラジル地域研究事例２：パンタナール湿原の観光開発と環境問題 

11. ブラジル地域研究事例３：ノルデステの伝統的牧畜 

12. ブラジル地域研究事例４：ノルデステの灌漑果樹農業 

13. ブラジル地域研究事例５：ノルデステの日系社会 

14. ブラジル地域研究事例６：アマゾンの日系農場の生業・生活 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回授業終了時の小課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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) 

2. 石井久生・浦部浩之、2018、『世界地誌シリーズ 10 中部アメリカ』、朝倉書店 (ISBN:9784254169300) 

3. 矢ケ﨑典隆ほか、2020、『地誌学概論第２版』、朝倉書店 (ISBN:9784254168204) 

4. 丸山浩明、2011、『パンタナール』、海青社 (ISBN:9784860992767) 

5. 斎藤 功ほか、1999、『ノルデステ』、大明堂 (ISBN:4470490318) 

6. 丸山浩明、2000、『砂漠化と貧困の人間性』、古今書院 (ISBN:4772240187) 

その他，授業内で紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主としてパワーポイントを用いた講義形式で実施する。 

 

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） 
横田 浩一(YOKOTA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、文化人類学の学説史や研究動向、民族誌を精読することで、これまでの研究が何を問題として取り上げてき

たのかを整理し、自らの新たな知見を見出すための糸口とすることである。 

 

The goal of this class is to read the academic histories, research trends, and ethnographies of cultural anthropology to help 

students sort out what issues have been addressed in previous studies and to provide clues to find their own new insights. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学は、地球に生きる様々な「他者」を文化と社会の側面から理解することを目指す学問である。その最大の特徴は、フィ

ールドワーク（参与観察）という手法に基づきながら、異なる文化や社会について経験的かつ実証的に考え、民族誌（エスノグラフ

ィー）を書くことにある。この作業は同時に、私たちが生きる社会の支配的な価値観を相対化することだけでなく、人間の普遍性を

考えることを意味する。この授業では民族誌を書くための第一歩として文化人類学の研究方法と視点について文献の精読を通し

て学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応じて授業内で相談しながら決定する。  

 今年度の講読予献は以下 3冊のいずれかを予定している。桑山他（編）2018『詳論 文化人類学』（ミネルヴァ書房）、瀬川他

（編）2006『中国文化人類学リーディングス』（風響社）、Bruckermanｎ & Feuchtwang 2016 The Anthropology of China. Imperial 

College Press. 

 

Cultural anthropology is a discipline that aims to understand the various "others" living on the earth in terms of culture and 

society. Its main feature is to think empirically about different cultures and societies and to write ethnographies based on the 

method of fieldwork (participant observation). This work means simultaneously relativizing the dominant values of the societies 

in which we live as well as considering human universality. In this class, you will learn about research methods and perspectives 

in cultural anthropology through a reading of the literature as a first step to writing an ethnography. The readings and the 

content of the lecture will be determined by consultation within the class according to the interests of the students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献の講読 

3. 文献の講読 

4. 文献の講読 

5. 文献の講読 

6. 文献の講読 

7. 文献の講読 

8. 文献の講読 

9. 文献の講読 

10. 受講生の研究発表 

11. 受講生の研究発表 

12. 受講生の研究発表 

13. 受講生の研究発表 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは第 1 回授業時に決定する。 
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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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■JD160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD160／文化人類学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Cultural Anthropology 1B) 

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） 
横田 浩一(YOKOTA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、文化人類学の学説史や研究動向、民族誌を精読することで、これまでの研究が何を問題として取り上げてき

たのかを整理し、自らの新たな知見を見出すための糸口とすることである。 

 

The goal of this class is to read the academic histories, research trends, and ethnographies of cultural anthropology to help 

students sort out what issues have been addressed in previous studies and to provide clues to find their own new insights. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学は、地球に生きる様々な「他者」を文化と社会の側面から理解することを目指す学問である。その最大の特徴は、フィ

ールドワーク（参与観察）という手法に基づきながら、異なる文化や社会について経験的かつ実証的に考え、民族誌（エスノグラフ

ィー）を書くことにある。この作業は同時に、私たちが生きる社会の支配的な価値観を相対化することだけでなく、人間の普遍性を

考えることを意味する。この授業では民族誌を書くための第一歩として文化人類学の研究方法と視点について文献の精読を通し

て学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応じて授業内で相談しながら決定する。  

 今年度の講読予献は以下 3冊のいずれかを予定している。桑山他（編）2018『詳論 文化人類学』（ミネルヴァ書房）、瀬川他

（編）2006『中国文化人類学リーディングス』（風響社）、Bruckermanｎ & Feuchtwang 2016 The Anthropology of China. Imperial 

College Press.  

 

Cultural anthropology is a discipline that aims to understand the various "others" living on the earth in terms of culture and 

society. Its main feature is to think empirically about different cultures and societies and to write ethnographies based on the 

method of fieldwork (participant observation). This work means simultaneously relativizing the dominant values of the societies 

in which we live as well as considering human universality. In this class, you will learn about research methods and perspectives 

in cultural anthropology through a reading of the literature as a first step to writing an ethnography. The readings and the 

content of the lecture will be determined by consultation within the class according to the interests of the students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献の講読 

3. 文献の講読 

4. 文献の講読 

5. 文献の講読 

6. 文献の講読 

7. 文献の講読 

8. 文献の講読 

9. 文献の講読 

10. 受講生の研究発表 

11. 受講生の研究発表 

12. 受講生の研究発表 

13. 受講生の研究発表 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは第 1 回授業時に決定する。 
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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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■JD167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地域社会調査演習 Ａ 

(Regional Surveys A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PD311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域に根ざした人々の生活、社会、文化について、フィールドワークを通じて実証的に解明するための理論と方法を学ぶ。 

 

The purpose of this class is to learn theories and methods for empirically elucidating the lives, societies, and cultures of people 

rooted in local communities through fieldwork. 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な調査地域を設定して、各自が興味･関心のあるテーマについて文献学習を行う。そのうえで、発表と議論を通じて、フィー

ルドワークの理論と方法に関する理解を深め、現地調査に向けて準備を進める。 

 

Students will set a specific research area and study literature on a topic of their interest. Then, through presentations and 

discussions, students will deepen their understanding of fieldwork theory and methods, and prepare for the field survey. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本授業の目的や進め方などを説明したうえで、各自の興味･関心に即して現地調査のテーマや役割分担を決

める。またこの時に履修の登録を行うので、必ず出席すること。 

2. 研究テーマ･分担の確定／各自の発表を踏まえて、現地調査でのグループと詳細なテーマ、各自の分担を決める。 

3. 研究発表１／グループごとに文献研究の成果や調査計画を発表し、全体での議論を通じて内容の深化を図る。 

4. 研究発表２／同上。 

5. 研究発表３／同上。 

6. 研究発表４／同上。 

7. 研究発表５／同上。 

8. 研究発表６／同上。 

9. 研究発表７／同上。 

10. 研究発表８／同上。 

11. 研究発表９／同上。 

12. 現地調査１／役所や関係機関に挨拶および調査便宜供与の依頼。その後、各自がフィールドワークを行い、ミーティングで

報告する。なお、交通費・食費・宿泊費などは自己負担になる。 

13. 現地調査２／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

14. 現地調査３／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

 

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

調査地域の郷土史料や、各自の調査テーマに関する文献を調べ、できるだけ精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表や議論への参加(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介し、一部は教員が準備のうえ貸し出す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は「その他登録」のため、第 1 回の授業時に履修の登録申請を行う。そのため、履修希望者は必ず初回の授業に出席

すること。なお、ここで履修の申し込みをすると、秋学期の地域社会調査演習 B も自動的に履修登録される。フィールドワークを

実施することを考慮し、履修希望者が多数の場合には、受講者を選考することもある。また、コロナの感染状況により、フィールド

ワークの実施や方法に変更が生じることもある。 
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注意事項（Notice） 
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■JD168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地域社会調査演習 Ｂ 

(Regional Surveys B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PD312 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域に根ざした人々の生活、社会、文化について、フィールドワークを通じて実証的に解明するための理論と方法を学ぶ。また、

報告書を作成することで論文執筆の基礎を修得する。 

 

The purpose of this class is to learn theories and methods for empirically elucidating the lives, societies, and cultures of people 

rooted in local communities through fieldwork. The students will also learn the basics of writing a paper by making a research 

report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の地域社会調査演習 Aの学習を踏まえて、各自が自身のテーマに即してフィールドワークを行い、報告書を作成する。 

 

Based on the Regional Surveys A in the spring semester, each student will conduct fieldwork based on his/her own research 

theme and write a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本授業の目的や進め方などを説明する。地域社会調査演習 Aの学習を踏まえて、調査の実施計画を練るの

で、受講者は必ず出席すること。 

2. 本調査の準備１／文献学習や予備調査の成果を踏まえて、フィールドワークの実施計画を、全体討論により決定する。 

3. 本調査の準備２／同上。 

4. 現地調査１／役所や関係機関に挨拶およびフィールドワークの便宜供与依頼。その後、各自がフィールドワークを行い、ミ

ーティングで報告する。なお、交通費・食費・宿泊費などは自己負担になる。 

5. 現地調査２／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

6. 現地調査３／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

7. 現地調査４／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

8. 報告書作成１／各グループが調査報告を行い、そのまとめ方について全体討議を繰り返しつつ、論文の執筆を進めていく。 

9. 報告書作成２／同上。 

10. 報告書作成３／同上。 

11. 報告書作成４／同上。 

12. 報告書作成５／同上。 

13. 報告書作成６／同上。 

14. 報告書作成７／同上。 

 

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

文献学習や予備調査の成果を整理したり、入手した資料や統計を分析したりして、各自フィールドワークに向けて準備を進めて

おくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表や議論への参加(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介し、一部は教員が準備のうえ貸し出す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、地域社会調査演習 A（春学期）の学習や予備調査の成果をもとに発展させるものである。本授業は「その他登録」で

あり、春学期の地域社会調査演習 Aの第 1 回授業時に、地域社会調査演習 Aおよび B の履修申請を行う必要がある。そのた
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め、履修希望者は春学期初回授業のガイダンスに必ず出席すること。なお、コロナの感染状況により、フィールドワークの実施や

方法に変更が生じることもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD169／地理学演習 １Ａ 

(Seminar in Geography 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学の基礎的な理論や方法，先行研究の成果などについて，参加者の具体的な研究発表や全体討論を通じて理解力を高め

る。また，論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

The course will enhance students' understanding of fundamental theories and methods of geography, the findings of previous 

research, etc. through research presentations and general discussions by participants. In addition, students will learn logical and 

technical methods related to the writing of research papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の興味・関心や問題意識に即した研究発表と参加者による全体討論を通じて，フィールドワークに立脚した地理学的研究能

力や，論文執筆能力の向上を図る。なお，科目の性格上，地理学演習 1B も併せて受講することが望ましい。 

 

Through research presentations and general discussions by participants in line with their own interests and awareness of issues, 

the course aims to improve students' capabilities for fieldwork-based geographical research and for writing research papers. 

Due to the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Geography 1B. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自の問題意識や興味関心に従い，関連の学術論文や研究書などを渉猟して、鋭意文献研究を進めておくこと。また、毎時の授

業で指摘された課題については、次回の授業までに改善をはかること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD170／地理学演習 １Ｂ 

(Seminar in Geography 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学の基礎的な理論や方法，先行研究の成果などについて，参加者の具体的な研究発表や全体討論を通じて理解力を高め

る。また，論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

The course will enhance students' understanding of fundamental theories and methods of geography, the findings of previous 

research, etc. through research presentations and general discussions by participants. In addition, students will learn logical and 

technical methods related to the writing of research papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の興味・関心や問題意識に即した研究発表と参加者による全体討論を通じて，フィールドワークに立脚した地理学的研究能

力や，論文執筆能力の向上を図る。なお，科目の性格上，地理学演習 1A とともに受講することが望ましい。 

 

Through research presentations and general discussions by participants in line with their own interests and awareness of issues, 

the course aims to improve students' capabilities for fieldwork-based geographical research and for writing research papers. 

Due to the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Geography 1A. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自の問題意識や興味関心に従い，関連の学術論文や研究書などを渉猟して、鋭意文献研究を進めておくこと。また、毎時の授

業で指摘された課題については、次回の授業までに改善をはかること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD171／地理学演習 ２Ａ 

(Seminar in Geography 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域史研究 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として地域研究の観点から、世界と日本の今日的課題に対する認識を深め、これを分析し、論理的に説明・記述する手法を磨

く。  

 

Primarily from the perspective of Area Studies, students will deepen their concern on contemporary issues in the world or in 

Japan, analyze them, and refine methods to explain and describe them logically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の問題関心に即した報告・発表あるいは共通テキストの輪読をもとに討論。特に近代以降「植民地化」を被った社会の抱え

る諸問題を考察する。  

 

Discussions will be based on reports, presentations, or reading of shared texts in line with students' issues of interest. In 

particular, the course will consider the problems proper to societies that have suffered colonization since the 15th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

本学図書館はもちろん他大学図書館の利用方法、資料検索の手法を身につけておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業に出席できない者は必ず担当教員まで事前に連絡のこと。事前連絡なき者の途中参加は認めない。 

科目の性格上、秋学期「地理学演習２Ｂ」も併せて受講することが望ましい。  

 

できる限り対面授業とするが、状況の悪化によりオンライン化を選択せざるを得ない場合、電話による個別指導の形態を採ること

がある。 
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注意事項（Notice） 
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■JD172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD172／地理学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Geography 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域史研究 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として地域研究の観点から、世界と日本の今日的課題に対する認識を深め、これを分析し、論理的に説明・記述する手法を磨

く。  

 

Primarily from the perspective of Area Studies, students will deepen their concern on contemporary issues in the world or in 

Japan, analyze them, and refine methods to explain and describe them logically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の問題関心に即した報告・発表あるいは共通テキストの輪読をもとに討論。特に近代以降「植民地化」を被った社会の抱え

る諸問題を考察する。  

 

Discussions will be based on reports, presentations, or reading of shared texts in line with students' issues of interest. In 

particular, the course will consider the problems proper to societies that have suffered colonization since the 15th century.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

本学図書館はもちろん他大学図書館の利用方法、資料探索の手法を身につけておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業に出席できない者は必ず担当教員まで事前に連絡のこと。事前連絡なき者の途中参加は認めない。 

科目の性格上、春学期「地理学演習２Ａ」も併せて受講することが望ましい。  

 

できる限り対面授業とするが、状況の悪化によりオンライン化を選択せざるを得ない場合、電話による個別指導の形態を採ること

がある。 
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■JD173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD173／文化人類学演習 １Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族文化論 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目標は、文化人類学の理論書または民族誌の精読を通じて、人類学の学説史と理論を学び、自身の研究と関連付けて

問いを深化させることである。初回は対面実施とし、以後は履修者との相談により決定する。 

 

In this class, we will study the history and theories of anthropology. Students will learn how to relate their concern or research 

topic to anthropological theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類学者の職人仕事は、フィールドワークによって観察された局地的な事実の中に、人類に共通する広く普遍的な原理を見つけ

出すことである。そのために、調査対象となる社会に没入し、自身の思考枠組みを解体しながら、新たな現実のありかたを民族誌

の記述によって構築する。本講義では、既存の思考枠組みを批判的に検討するための視点と、文脈や地域を越えて人類の普遍

性を検討する技法を、民族誌または理論書の精読を通じて学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応じて、

授業内で相談しながら決定する。 

 

Anthropological work is to elucidate universal principles common to human beings from the local facts observed by fieldwork. 

For this purpose, anthropologists immerse themselves in the local societies, disassembling their own thinking frameworks, and 

constructing a new way of reality based on ethnographic descriptions. In this class, we will learn the viewpoint of deconstructing 

our analytical frameworks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生の研究紹介 

3. 民族誌または理論書の読解と議論（１） 

4. 民族誌または理論書の読解と議論（２） 

5. 民族誌または理論書の読解と議論（３） 

6. 民族誌または理論書の読解と議論（４） 

7. 民族誌または理論書の読解と議論（５） 

8. 民族誌または理論書の読解と議論（６） 

9. 民族誌または理論書の読解と議論（７） 

10. 学生による研究発表（１） 

11. 学生による研究発表（２） 

12. 学生による研究発表（３） 

13. 学生による研究発表（４） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキストを精読してくること。テキストについては学生の研究関心と相談の上決定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表準備・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、文化人類学の観点から、他者の社会を描く技法を学び、自身の研究の問いを深化させることである。初回は対

面実施とし、以後は履修者との相談により決定する。 

 

In this class, we will study the history, theories of anthropology, and anthropological point of view. Students will learn how to 

relate their concern or research topic to anthropological theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フィールドワークで得たデータや情報は、研究者自身の分析枠組みや視点により再構築される。研究者は時として、自身の分析

観点が対象社会の「問題」構築に関与し、新たな「現実」を生み出すことを経験する。本講義では、学生自身の研究やフィールド

ワークの経験も参照しながら、それをデータや論文にしてゆく過程について学ぶ。必要に応じ、文化人類学の方法論に関する文

献も参照する。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。 

 

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, by referring to student's experience of fieldwork and anthropological readings on methodology.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生の研究進捗紹介 

3. フィールドワークのデータと記述に関する議論（１） 

4. フィールドワークのデータと記述に関する議論（２） 

5. 学生による研究発表（１） 

6. 学生による研究発表（２） 

7. フィールドワークのデータと記述に関する議論（３） 

8. フィールドワークのデータと記述に関する議論（４） 

9. 学生による研究発表（３） 

10. 学生による研究発表（４） 

11. フィールドワークのデータと記述に関する議論（５） 

12. フィールドワークのデータと記述に関する議論（６） 

13. 学生による研究発表（５） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキストを精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(60%)/発表準備(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD175／文化人類学演習 ２Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
JJ111「現代文明学演習４」との併置科目 

 

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および関連する学問分野の方法論について国内外の論文を精

読し，問題設定，方法，分析手法を学ぶ。 

参加者と取り上げる学術誌論文および基本的専門書を検討し，分担を決め，毎回の発表を行い，研究分野の基礎から自分自身

の研究の構想を行う。 

 

Students will engage in careful reading of research papers from Japan and from abroad on the methodologies of cultural ecology 

and ecological anthropology in order to discover and resolve issues in the field, and will learn about methods for analyzing and 

setting issues. 

Participants will examine academic journal articles and basic technical documents, will divide these up and carry out 

presentations every session, and will design their own research from the fundamentals of their research fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究課題の発展と研究整理１／文献紹介と説明 

2. 研究課題の発展と研究整理２／各自の発表と議論 

3. 研究課題の発展と研究整理３／同上 

4. 関連分野の分析方法の応用１／文献紹介と説明 

5. 関連分野の分析方法の応用２／各自の発表と議論 

6. 関連分野の分析方法の応用３／同上 

7. 研究史の再構築１／文献紹介と説明 

8. 研究史の再構築２／各自の発表と議論 

9. 研究史の再構築３／同上 

10. 課題論文発表１／文献紹介と説明 

11. 課題論文発表２／各自の発表と議論 

12. 課題論文発表３／同上 

13. まとめと今後の展望１／同上 

14. まとめと今後の展望２／同上 

 

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

専門論文を多く読み自らの研究史を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 148 - 

 

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） 
JC163「東洋史演習２Ａ」との併置科目 

 

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） 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
JC164「東洋史演習２Ｂ」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本建築史、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 Japanese architectural 

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本建築史、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 Japanese 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） 

授業で購読する文献は、初回授業で受講者と相談しつつ決める。 

 

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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■JD181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD181／超域文化学特殊研究 

(Studies in Interdisciplinary Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 

山形 眞理子(YAMAGATA MARIKO) 

滝口 正哉(TAKIGUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
JC167「東洋史演習４Ａ」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の前半では、ユネスコ世界遺産に登録された東南アジアの考古遺跡に注目する。各国の歴史的・文化的脈絡と現代社会の

価値観を背景に、考古遺跡がどのように位置づけられ、活用されてきたか考察する。授業の後半では、巨大都市江戸の文化が

明治～昭和初期においてどのように評価され、捉え直されていったのかについて、歴史・民俗・美術・人類学など多様な切り口か

ら総合的に理解する。 

 

The first half of this course focuses on the UNESCO World Heritage sites in Southeast Asia, especially those consisting of 

archaeological sites. The aims and significance of promoting archaeological sites as World Heritage are discussed in detail, 

taking each particular historical and cultural circumstances into account. In the second half of this course,  students are 

required to get a comprehensive understanding about how the culture of the megacity Edo was evaluated and reinterpreted, 

during the Meiji and early Showa periods, from various perspectives such as history, folklore, art, and anthropology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、まず世界遺産の仕組みについて概説し、続いて各論として東南アジアの世界遺産 6 件を取り上げる。いずれも

考古遺跡が世界遺産の重要な構成要素となっている事例である。遺跡自体の概説、世界遺産登録への経緯、登録後の変化な

ど、多様な視点から現代社会と遺跡の関わりを考察する。講義を踏まえてディスカッションを行う。授業の後半では、近代の江戸

文化再評価に関する文献や関連する論文・展示図録などを精読しながら、アプローチ方法や分析手法を学ぶとともに、各受講者

が自分なりの問題関心から調べた関連トピックについて議論する。 

 

In the first half of the course, firstly, the outline of the system of UNESCO World Heritage is reviewed. Then, six World Heritage 

sites of Southeast Asia with archaeological sites as main components are focused. The relationship between the archaeological 

sites and modern society is argued from various perspectives, including  an overview of each archaeological site itself, the aim 

and the process towards the registration by UNESCO, changes caused by registration, and so on. Based on the lectures, 

discussion among students is held. In the second half of the course, students learn the approach method and analysis method 

by carefully reading the literature on re-evaluation of the modern Edo culture, including related papers and exhibition catalogs. 

Then, discussion on related topics that each student investigated from their own problem awareness and interest is held. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ユネスコ世界遺産について 

2. サンギラン（インドネシア）：世界遺産となった初期人類の遺跡 

3. バンチェン（タイ）：新たな価値が付与される先史時代遺跡 

4. ミーソン（ベトナム）：ベトナムが活用するチャンパの文化遺産 

5. アンコール（カンボジア）：東南アジアを代表する巨大建築遺跡群の保全 

6. ホイアン（ベトナム）：観光開発に揺れる歴史的町並み 

7. レンゴン（マレーシア）：多民族国家における考古遺跡の活用 

8. 江戸東京学について 

9. 廃仏毀釈の文化的影響  

10. 文明開化と江戸風俗の変化 

11. 東京開市三百年祭と江戸回顧の活動 

12. 北会とキリスト教徒原胤昭 

13. 人類学者フレデリック・スタールの日本文化発見 

14. 受け継がれる祭礼文化 

 

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

授業の前半については、講義内容を踏まえ、日本や世界各地に存在する考古遺跡が世界遺産となった事例について、受講生各

自が積極的に情報を収集し、理解を深めること。授業の後半については、江戸文化についての基本的理解を得ておくとともに、関

連する文献や論文を積極的に収集・分析し、自分なりの知見を整理すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート(20%)/出席状況ならびに授業態度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西山松之助 、1994、『江戸学事典 縮刷版』、弘文堂 (ISBN:4-335-25053-3) 

2. 小木新造、2003、『江戸東京学事典 新装版』、三省堂 (ISBN:4-385-15388-4) 

3. フレデリック・スタール、2007、『お札行脚 （知の自由人叢書）』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-04716-8) 

4. 滝口正哉、2018、『江戸の祭礼と寺社文化』、同成社 (ISBN:978-4-88621-788-2) 

その他の参考文献は随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF201／教育哲学研究 １ 

(Studies in Philosophy of Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育哲学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

In this course, through presentations and literature readings, students consider the fundamental issues of educational 

philosophy: “At its heart, what is education to human beings?”  

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱いますが、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、ベ

ル・フックスの『破戒教育：自由の実践としての教育』とワルター・コーハン『子ども性、教育と哲学』を挙げておきますが、受講者か

ら共同して文献講読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げます。また修士論文に関連する発表を定期的に行いま

す。 

 

We will examine philosophically what education is. We will deal with themes such as philosophy of education, principles of 

educational policy, educational ethics, moral education, and philosophy of special needs education. The textbooks will be Bell 

Hooks' "Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom" and Walter Cohan's "Childhood, Education and 

Philosophy," but will be taken up if the students wish to do a collaborative literature review. Presentations related to the 

master's thesis will be given periodically. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめと振り返り 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(複数回)(70%) 

最終レポートはかならず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hooks, B.. 2017. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Dev Publishers & Distributors 

(ISBN:1138299847) 

2. Kohan, W.. 2015. Childhood, Education and Philosophy. Routledge (ISBN:9781138712980) 
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参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF202／教育哲学研究 ２ 

(Studies in Philosophy of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育哲学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

In this course, through presentations and literature readings, students consider the fundamental issues of educational 

philosophy: “At its heart, what is education to human beings?”  

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱いますが、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、ベ

ル・フックスの『破戒教育：自由の実践としての教育』とワルター・コーハン『子ども性、教育と哲学』を挙げておきますが、受講者か

ら共同して文献講読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げます。また修士論文に関連する発表を定期的に行いま

す。 

 

We will examine philosophically what education is. We will deal with themes such as philosophy of education, principles of 

educational policy, educational ethics, moral education, and philosophy of special needs education. The textbooks will be Bell 

Hooks' "Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom" and Walter Cohan's "Childhood, Education and 

Philosophy," but will be taken up if the students wish to do a collaborative literature review. Presentations related to the 

master's thesis will be given periodically. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめと振り返り 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(複数回)(70%) 

最終レポートはかならず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hooks, B.. 2017. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Dev Publishers & Distributors 

(ISBN:1138299847) 

2. Kohan, W.. 2015. Childhood, Education and Philosophy. Routledge (ISBN:9781138712980) 
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参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF203／日本教育史研究 １ 

(Studies in the Hist. of Educ. in Japan 1) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「日本教育史特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の教育に関わる歴史的視点を養い、研究到達点の確認、課題設定方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術、史料読解

に関わる知識などを習得する。 

 

The first objective of this class is to develop a historical perspective on Japanese education. Secondly, it aims to confirm the 

achievement of research in the discipline, to learn how to set up a research agenda, to acquire basic techniques for writing 

research papers, and to acquire knowledge about decoding historical documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代の教育制度政策史や教育に関わる、あるいは教育を取り巻く諸事実に関する研究を検討し、教育史研究における研究

到達点、課題設定方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術などを習得する。テキストや論文を読み、関連する史料を収集し、

読解するなどの作業を通して、受講者の課題意識、方法意識を明確にする。「教育」が形作られていく過程を、幅広い観点から捉

え、検証することを心がけたい。 

 

In this class, we will examine research on the history of Japan's modern education system, the history of education policy, and 

various facts surrounding education. In this class, students will learn the research objectives of the history of education 

research, how to set research questions, and the basic techniques for writing research papers. The purpose of this class is to 

clarify the students' awareness of issues and methods through reading texts, articles, and related historical materials. In this 

class, students will be expected to grasp and examine the process of shaping "education" from a wide range of perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と史料読解 1 

3. 文献講読と史料読解 2 

4. 文献講読と史料読解 3 

5. 文献講読と史料読解 4 

6. 文献講読と史料読解 5 

7. 文献講読と史料読解 6 

8. 文献講読と史料読解 7 

9. 文献講読と史料読解 8 

10. 文献講読と史料読解 9 

11. 文献講読と史料読解 10 

12. 文献講読と史料読解 12 

13. 文献講読と史料読解 13 

14. 文献行動および史料読解の総括 

 

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

講読文献をあらかじめ読み込んでおくこと。 

関連資史料の検索、調査、確認などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/発表および資料の内容(40%)/質疑への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 教育史学会編、2018、『教育史研究の最前線Ⅱ』、六花出版 (ISBN:9784866170428) 

 

参考文献（Readings） 

1. 花井信、2000 年、『論文の手法 日本教育史研究法序説』、川島書店 (ISBN:9784761007188) 

2. 古田島洋介、2013 年、『日本近代史を学ぶための文語文入門 漢文訓読体の地平』、吉川弘文館 (ISBN:9784642080934) 



 - 158 - 

3. 佐藤秀夫、2004 年、『教育の文化史』１（学校の構造）、阿吽社 (ISBN:9784900590809) 

4. 佐藤秀夫、2005 年、『教育の文化史』２（学校の文化）、阿吽社 (ISBN:9784900590816) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 159 - 

■JF204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF204／日本教育史研究 ２ 

(Studies in the Hist. of Educ. in Japan 2) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「日本教育史特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の教育に関わる歴史的視点を養い、歴史的視点を持った自らの課題設定を行い、関連する研究到達点の確認、課題設定

方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術、史料読解に関わる知識などを習得する。 

 

The first objective of this class is for the students to develop a historical perspective on their own topic and to set their own 

issues from a historical perspective. Secondly, the course aims to help students confirm their research achievements, learn how 

to set up a research theme, acquire basic skills for writing a research paper, and acquire knowledge about deciphering historical 

documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の関心に基づく日本教育史上の諸問題を検討する。春学期に習得したことを踏まえて、受講者が選択した課題に関する

発表、質疑応答を重ねる。それらの作業を通して、受講者の課題意識のオリジナリティを確認し、研究方法を磨いてゆく。春学期

同様に、「教育」が形作られていく過程を幅広い観点から捉えることを心がけつつ、史料を通じて自分の仮説を実証することを目

指したい。 

 

Students will examine various issues in the history of Japanese education based on their interests. Students will conduct 

research on documents and historical materials, as well as make presentations and engage in question-and-answer sessions on 

their own topics. Through such work, students will confirm the uniqueness of their own awareness of issues and develop and 

refine their research methods.Students will be expected to substantiate their hypotheses through historical documents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と史料読解 1 

3. 文献講読と史料読解 2 

4. 文献講読と史料読解 3 

5. 文献講読と史料読解 4 

6. 文献講読と史料読解 5 

7. 文献講読と史料読解 6 

8. 文献講読と史料読解 7 

9. 文献講読と史料読解 8 

10. 文献講読と史料読解 9 

11. 文献講読と史料読解 10 

12. 文献講読と史料読解 11 

13. 文献講読と史料読解 12 

14. 各自のテーマの総括 

 

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

講読文献をあらかじめ読み込んでおくこと。 

講読文献、発表に関連する資史料の検索、調査、確認などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/発表および資料の内容(40%)/質疑への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは指定しない。各自のテーマに合わせて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 久保義三・米田俊彦・駒込武・児美川孝一郎編著、2001 年、『現代教育史事典』、東京書籍 (ISBN:9784487796496) 

2. 米田俊彦、2009 年、『近代日本教育関係法令体系』、港の人 (ISBN:9784896292084) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF207／教育社会学研究 １ 

(Studies in Sociology of Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育社会学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF307 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

The class will improve students’ critical reading abilities regarding domestic and foreign academic papers related to Sociology of 

Education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

Readings in English Articles 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

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

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Norman K. Denzin. 2018. Performance Autoethnography: Critical Pedagogy and the Politics of Culture. Routledge 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF208／教育社会学研究 ２ 

(Studies in Sociology of Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育社会学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

The class will improve students’ critical reading abilities regarding domestic and foreign academic papers related to Sociology of 

Education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

Readings in English Articles 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

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

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Norman K. Denzin. 2018. Performance Autoethnography: Critical Pedagogy and the Politics of Culture. Routledge 

 

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） 

 

 

  



 - 163 - 

■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。 

 

Students learn from a socio-cultural and historical approach to the process of human development and learning. 

 

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。 

 

The class consists of (1) discussion of the papers concerning learning and development, and  (2) research studies and data 

sessions that are freely set according to the interests of each student. Since the common assignment will be presented in 

advance, students will read it in advance and try to confirm unclear points, and deepen their understanding through discussions. 

In the research review, students will introduce the papers they are interested in, and the research studies they are currently 

working on. 

Talk and think deeply in this community of research practice. Guests including overseas researchers will join in our discussion 

at any time.  

 

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。 

 



 - 164 - 

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/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JF210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF210／教育心理学研究 ２ 

(Studies in Educational Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習と発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育心理学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、社会文化歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

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。 

 

Students learn from a socio-cultural and historical approach to the process of human development and learning. 

 

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。 

 

The class consists of (1) discussion of the papers concerning learning and development, and  (2) research studies and data 

sessions that are freely set according to the interests of each student. Since the common assignment will be presented in 

advance, students will read it in advance and try to confirm unclear points, and deepen their understanding through discussions. 

In the research review, students will introduce the papers they are interested in, and the research studies they are currently 

working on. 

Talk and think deeply in this community of research practice. Guests including overseas researchers will join in our discussion 

at any time.  

 

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） 



 - 166 - 

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/ 

 

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） 
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」 

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) 
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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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■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） 
「戦後教育学」に入門する 

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） 

「戦後教育学」の基本的な性格、理論と歴史について学ぶ。 

 

This course aims to help students learn about the basic characteristics, theory and history of postwar pedagogy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

神代健彦編『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』（かもがわ出版、2021 年）を検討し、「戦後教育学」の歴

史、理論と方法について学びます。その後は同書の内容に関連するいくつかの論文を検討します。検討する論文に関しては学生

の興味関心や研究テーマに応じて決めていきます。 

 

By examining "Raising Democracy: Postwar Pedagogy as Contemporary Theory" (Kamogawa Shuppan, 2021) edited by Takehiko 

Kumashiro together, students will study the history, theories and methods of postwar pedagogy. After that, we will review 

several articles related to the content of the book. The papers to be reviewed will be decided according to the interests and 

research themes of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「はじめに」 

3. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「「国民の教育権」論」 

4. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「「私事の組織化」論」 

5. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「「地域と教育」論」 

6. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「公害教育論」 

7. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「青年期教育論」 

8. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「発達論」 

9. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「教育的価値論」 

10. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「民主教育論」 

11. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「障害児教育論」 

12. 戦後教育学に関する研究論文の検討 

13. 戦後教育学に関する研究論文の検討 

14. 戦後教育学に関する研究論文の検討 

 

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

毎回受講生からレポーターを決めて発表してもらいます。扱う文献についてはレポーター以外も各自読んで予習をしておいてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての発表・授業への取り組み・コメントなどにおける貢献度(70%)/書評レポート(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 神代健彦（編）、2021、『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』、かもがわ出版 (ISBN:978-4-7803-1172-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で別途紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

加藤公明『考える日本史授業 4』（地歴社、2015 年）の検討を通じて、民衆の主体形成とそれを可能にする歴史教育とは何かを

考える。その後は「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 Kimiaki Kato, 

"Children Doing History 4" (Chiriki-sha, 2015). 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. 『考える日本史授業 4』の検討① 

3. 『考える日本史授業 4』の検討② 

4. 『考える日本史授業 4』の検討③ 

5. 『考える日本史授業 4』の検討④ 

6. 安井俊夫実践の検討① 

7. 安井俊夫実践の検討② 

8. 安井俊夫実践の検討③ 

9. 安井俊夫実践の検討④ 

10. 宮原武夫の歴史教育論の検討① 

11. 宮原武夫の歴史教育論の検討② 

12. 宮原武夫の歴史教育論の検討③ 

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） 
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授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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) または Filomeno V. Aguilar Jr.著  Migration Revolution (NUS press 2014) 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) and Filomeno V. Aguilar Jr.'s Migration 

Revolution (NUS press 2014) 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)） 

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) または Filomeno V. Aguilar Jr.著 Migration Revolution (NUS press 2014) 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) and Filomeno V. Aguilar Jr.'s Migration 

Revolution (NUS press 2014) 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） 
黒川紀章における「共生」の思想と近代仏教 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育思想史特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF317 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の必要性を理解する。 

（3）黒川紀章と近代仏教の関係を理解する。 

 

The objectives of this class are as follows. (1) Students will be exposed to the latest knowledge in the history of educational 

thought and the study of educational philosophy. (2) Students understand the need for academic and historical research on 

modern Buddhism and education. (3) Students understand the relationship between Kisho Kurokawa and modern Buddhism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の一環として、今年度は、建築家である黒川紀章（1934-2007）の文献を講読する。黒川

の「共生」思想は、彼が中高時代に学んだ、浄土宗の僧侶である椎尾弁匡（1876-1971）の影響のもとに形作られたものである。

この授業では、黒川の生涯を二次資料によって確認しつつ、黒川の代表的著作『共生の思想』などを講読する。その後は遡って

椎尾の著作を検討し、両者の影響関係を考察することにしたい。 

 

As part of our theoretical and historical research on modern Buddhism and education, this year we will be reading the literature 

of our architect, Kisho Kurokawa (1934 -2007). Kurokawa's idea of 'KYOSEI' was formed under the influence of Benkyo Shiio 

(1876 -1971), a priest of the Jodo sect, who studied it during his middle and high school days. n this class, we will confirm 

Kurokawa's life through secondary materials and read his representative work, "KYOSEI NO SHISO". After that, we will examine 

Shiio's writings and consider the influence of Kurokawa and Shiio. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育思想史、教育哲学の研究動向について、研究の進め方 

3. 近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の動向について（1）：宗教学領域の研究成果 

4. 近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の動向について（2）：眞壁・渡辺らの研究グループの研究成果 

5. 黒川紀章の論文を読む 

6. 『メディア・モンスター 誰が「黒川紀章」を殺したのか？』講読（1）：1-2 章 

7. 『メディア・モンスター 誰が「黒川紀章」を殺したのか？』講読（2）：3-4 章 

8. 『メディア・モンスター 誰が「黒川紀章」を殺したのか？』講読（3）：5-6 章 

9. 受講者の研究テーマの中間報告（1） 

10. 黒川の著作を読む：（『共生の思想』を予定。1/4） 

11. 黒川の著作を読む：（同上、2/4） 

12. 黒川の著作を読む：（同上、3/4） 

13. 黒川の著作を読む：（同上、4/4） 

14. 受講者の研究テーマの中間報告（2）、春学期のまとめ 

 

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

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。レジュメをどのように作れば良いかはモデルを示しながら序盤の授業で指導す

る。 

（3）黒川の設計した代表的な建築物のひとつである「中銀カプセルタワー」は今年取り壊されることが決まっている。どこかで一度

見に行ってみてほしい。乃木坂の「国立新美術館」も晩年の黒川の作品である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 曲沼美恵、2015、『メディア・モンスター：誰が「黒川紀章」を殺したのか？』、草思社 (ISBN:9784794221193) 

黒川の著作は、古書の購入をお願いする可能性がある。了解の上受講されたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷栄一ほか編、2016、『近代仏教スタディーズ： 仏教からみたもうひとつの近代』、法蔵館 (ISBN:9784831855435) 

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） 
黒川紀章における「共生」の思想と近代仏教 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育思想史特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の必要性を理解する。 

（3）黒川紀章と近代仏教の関係を理解する。 

 

The objectives of this class are as follows. (1) Students will be exposed to the latest knowledge in the history of educational 

thought and the study of educational philosophy. (2) Students understand the need for academic and historical research on 

modern Buddhism and education. (3) Students understand the relationship between Kisho Kurokawa and modern Buddhism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の一環として、今年度は、建築家である黒川紀章（1934-2007）の文献を講読する。黒川

の「共生」思想は、彼が中高時代に学んだ、浄土宗の僧侶である椎尾弁匡（1876-1971）の影響のもとに形作られたものである。

この授業では、黒川の生涯を二次資料によって確認しつつ、黒川の代表的著作『共生の思想』などを講読する。その後は遡って

椎尾の著作を検討し、両者の影響関係を考察することにしたい。 

 

As part of our theoretical and historical research on modern Buddhism and education, this year we will be reading the literature 

of our architect, Kisho Kurokawa (1934 -2007). Kurokawa's idea of 'KYOSEI' was formed under the influence of Benkyo Shiio 

(1876 -1971), a priest of the Jodo sect, who studied it during his middle and high school days. n this class, we will confirm 

Kurokawa's life through secondary materials and read his representative work, "KYOSEI NO SHISO". After that, we will examine 

Shiio's writings and consider the influence of Kurokawa and Shiio. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 受講者の夏休み中の活動（学会発表など）の報告 

3. 黒川の著作を読む：『ホモ・モーベンス』1/3 

4. 黒川の著作を読む：『ホモ・モーベンス』2/3 

5. 黒川の著作を読む：『ホモ・モーベンス』3/3 

6. 建築界における黒川の評価をめぐって：先行研究を講読する 

7. 受講者の研究テーマの中間報告（1） 

8. 『椎尾弁匡選集』を読む：『社会の宗教』1/3 

9. 『椎尾弁匡選集』を読む：『社会の宗教』2/3 

10. 『椎尾弁匡選集』を読む：『社会の宗教』3/3 

11. 『椎尾弁匡選集』を読む：『人間の宗教』1/3 

12. 『椎尾弁匡選集』を読む：『人間の宗教』2/3 

13. 『椎尾弁匡選集』を読む：『人間の宗教』3/3 

14. 受講者の研究テーマの中間報告（2）、秋学期のまとめ 

 

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

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。レジュメをどのように作れば良いかはモデルを示しながら序盤の授業で指導す

る。 

（3）黒川の設計した代表的な建築物のひとつである「中銀カプセルタワー」は今年取り壊されることが決まっている。どこかで一度

見に行ってみてほしい。乃木坂の「国立新美術館」も晩年の黒川の作品である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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黒川の著作は、全集からのコピー配付を予定しているが、古書の購入をお願いする可能性もある。了解の上受講されたい。椎尾

の文献はコピーを配付する。進行状況によって、上記に書かれた文献を変更することがあるが、受講者との相談の上で進めた

い。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷栄一ほか編、2016、『近代仏教スタディーズ： 仏教からみたもうひとつの近代』、法蔵館 (ISBN:9784831855435) 

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） 
マイノリティおよび先住民のための教育 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

世界のマイノリティおよび先住民のための教育の現状を理解する。その際，学校教育だけでなく，社会教育，特に図書館の果た

す役割にも注目する。 

 

To understand the current status of the education for minority and indigenous peoples in the world.  The understanding should 

not be limited to the school education and should extend to the social education and the role of the library.   

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語と英語の文献の講読を通して、世界各国のマイノリティおよび先住民のための教育に関する理解を得る。 

 

Understanding the education for minority and indigenous peoples in the world, through reading papers and discussing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

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. 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） 

英語文献講読発表(80%)/授業への積極的参加(20%) 

 

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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■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） 
教科教育史研究 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育学演習２Ｂ」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教科教育の歴史を，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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■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） 
音楽教育とメディア 

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） 

音楽あるいは音楽教育とメディアの関係を、歴史社会学の視点と方法により理解することを目的として進めます。テキストとして

示した文献を手始めに、関連文献の読解と議論を進め、実践的な問題の考察も行う予定です。 

 

The purpose of this course is to learn the relationship between music or music education and the media from the perspective 

and methods of historical sociology. Starting with the literature in the text, we will read and discuss related research and 

consider practical issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽および音楽教育はメディア、とりわけ電気を用いたメディアと非常に親和性が高い。この 100 年の間の音楽および音楽教育

は、電気メディアなしには考えられない。授業では、音楽とメディアの結びつきの変遷を、社会と教育の視点から振り返る。さら

に、音楽科教育における ICTの現状と課題、可能性についても議論したい。 

 

Music and music education are very compatible with media, especially media using electric media. Music and music education 

over the last 100 years cannot be imagined without electric media. In this class, we would like to review the changes in the 

connection between music and media from the perspective of society and education. We will also discuss the current status, 

problems, and possibilities of ICT in school music education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献講読１ 

2. 文献講読２ 

3. 文献講読３ 

4. 文献講読４ 

5. 修士論文構想検討１ 

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. 修士論文構想検討２ 

11. 文献講読９ 

12. 文献講読 10 

13. 修士論文構想検討３ 

14. 総括 

 

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

あらかじめ文献を読み、関連文献についても検索、検討を行ってください。 

担当回には、レジュメを作成し、検討対象の文献に対して 2000字以上のコメントを付してください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメ作成(30%)/議論への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大崎滋生、2002、『音楽史の形成とメディア』、平凡社 (ISBN:9784582842180) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、履修者の関心も考慮の上、授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 
発達障害の当事者研究から教育を考える 

担当者名 

（Instructor） 
綾屋 紗月(AYAYA SATSUKI) 

学期 

（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） 

【授業の目的】 

１．文学研究科学位授与方針に掲げる「自らの学問的営為や成果を踏まえながら、現代社会において出会うであろう多様な事態

に対して臨機応変に対応できる柔軟な発想力」「未知の問題の発掘や、既知の問題に対する新しい接近法・解決法の発見」「自ら

切り開いた知見を、それにふさわしい表現スタイルによって、説得的に表現できる能力」を実現する。 

 

２．多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている児童・生徒に対して、本人の可変性／不変性を探究し続ける態度、およ

び、環境側の可変性／不変性を検討し続ける態度を身につける。 

 

【授業の目標】 

１）発達障害へのスティグマ（偏見など）が教育実践に与える影響に意識をめぐらし、スティグマを生み出す構造について考察す

る。 

 

２）個人の可変性／不変性の境界を探る先行研究として発達障害の当事者研究を知る。 

 

３）発達障害当事者の身体的特徴を踏まえて支援の在り方を探究する態度を身につける。 

 

４）マイノリティ当事者による運動の系譜を背景に持つ取り組みとして当事者研究を理解し、教育実践への応用方法を考察する。 

 

【Purpose of this course】 

1.To provide students with the following skills, as stated in the diploma policy in the Graduate School of Arts: "the ability to 

think and respond flexibly to various situations that may be encountered in modern society while taking into account one's own 

academic activities and achievements," "the ability to discover unknown problems and new ways of approaching and solving 

known problems," and "the ability to express one's own insights persuasively in an appropriate style of expression. " 

 

2.To acquire the attitude to continue to explore the variability/constancy of the individual and to continue to consider the 

variability/constancy of the environment for children and students who have physical and mental conditions and experiences 

that differ from those of the majority. 

 

【Course Objectives】 

1) To become aware of the impact of stigma (e.g., prejudice) against developmental disorders on educational practice and to 

consider the structures that create stigma. 

 

2) To learn about tojisha-kenkyu by people with developmental disorders as previous research that explores the boundaries of 

individual variability/constancy. 

 

3) To develop an attitude to explore the way of support based on the physical characteristics of people with developmental 

disorders. 

 

4) To understand tojisha-kenkyu as an initiative with a background of the genealogy of movements by minorities, and consider 

how to apply it to educational practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育には、可変性と不変性―どこまで本人が変化（発達・成長・学習）できるのか否か―という課題に向きあい続けるという一面

がある。しかし特に児童・生徒が多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている場合、どこまで多数派と同じゴールを目指し、

どこから独自の道を進んでいくのか、可変性と不変性の境界線の探究を常に突きつけられ続けることになる。この授業では、その

ような課題に対する１つの在り方として発達障害の当事者研究を取り上げる。 
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One aspect of education is to continue to address the issue of variability and constancy - to what extent a person can change 

(develop, grow, learn) or not. However, especially when students have physical and mental conditions and experiences that differ 

from those of the majority, they are constantly confronted with the question of how far they should aim for the same goal as 

the majority and how far they should go on their own path, and the search for the boundary between variability and constancy. 

In this class, we will take up tojisha-kenkyu by people with developmental disorders as one way to deal with such issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【A 講義の全体像と中核となる理念・思想】 

１．イントロダクション：自己紹介・授業の流れ・発表担当決定 

             発達障害におけるスティグマ／障害の社会モデル 

   テキストなし 

2. ２．発達障害当事者に必要なつながり：自己身体／社会／過去の自分／仲間 

   テキスト：綾屋 2022「当事者が拓く『知』の姿：ある自閉スペクトラム者の観点から」認知科学 29(2) 

3. ３．自閉スペクトラム症診断の限界 

   テキスト：綾屋 2022「診断の限界を乗り越えるために」臨床心理学 22(1) 

4. ４．当事者が仲間とつながるための支援 

   テキスト：綾屋 2020「身体とつなぐ 仲間とつなぐー自閉スペクトラム当事者の視点から」． 

         編著：大倉得史・勝浦眞仁．『心理師、関係者、当事者のための実践テキスト  

         発達障碍のある人と共に育ち合う 「あなた」と「私」の生涯発達と当事者の視点』 

         pp.255-281．金芳堂． 

5. 【B 「コミュニケーション障害」の手前にある身体的特徴】 

５．発達障害の当事者研究１：まとめあげ困難仮説 

6. ６．発達障害の当事者研究２：うまく読めない・話せない 

7. ７．発達障害の当事者研究３：こだわりの強さ・ぐるぐる思考 

   第 5～7 回テキスト： 

    綾屋・熊谷 2008『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』医学書院 

 

   第 5～7 回サブテキスト： 

    綾屋 2013「アフォーダンスの配置によって支えられる自己 

           ―ある自閉スペクトラム当事者の視点より」 

          河野哲也（編）『知の生態学的転回 3 倫理――人類のアフォーダンス』 

          pp.155-180．東京大学出版会 

 

    綾屋 2013「当事者研究と自己感」石原孝二（編）『当事者研究の研究』 

          pp.177-216． 医学書院 

8. ８．発達障害の当事者研究４：ジェンダー規範へのなじめなさ 

   テキスト：綾屋 2020「ジェンダー化されにくい私の身体」． 

         責任編集：長田杏奈『エトセトラ vol.3』．pp.48-52．エトセトラブックス 

 

サブテキスト：綾屋 2012「発達障害とジェンダーの交差するところ」アスペハート 30 pp.28-37． 

9. 【C 情報保障の観点から取り組む合理的配慮】 

９．発達障害の情報保障１：身体にちょうどいいコミュニケーション・デザイン 

   テキスト：綾屋 2016「発達障害の当事者研究―情報保障の観点からの考察」石原孝二・河野哲也・ 

         向谷地生良（編著）『精神医学と当事者』pp.206-224．東京大学出版会 

10. 10．発達障害の情報保障２：ソーシャル・マジョリティ研究 

   テキスト：綾屋 2018「はじめに」綾屋紗月（編著） 

         『ソーシャル・マジョリティ研究：コミュニケーション学の共同創造』pp.1-22．金子書房 

11. 【D 傷の記憶と時間感覚】 

11．発達障害の当事者研究５：傷つきの記憶が憂いに変わるまで 

   テキスト：綾屋 2019「傷を拓く」臨床心理学 19（1） 

 

サブテキスト：上岡・大嶋 2010『その後の不自由―「嵐」のあとを生きる人たち』 医学書院 

12. 【E 教育実践における当事者研究の応用】 

12．当事者研究の方法 

   テキスト：綾屋 2019「当事者研究を体験しよう！――ワークシートを用いた実践」 

         熊谷晋一郎（責任編集）『当事者研究をはじめよう』pp.88-105．金剛出版 

13. 13．当事者研究の理念 

   テキスト：綾屋 2017「当事者研究をはじめよう！――当事者研究のやり方研究」 

         熊谷晋一郎（責任編集）『みんなの当事者研究』pp.73-99．金剛出版 

14. 14．当事者研究の歴史 

   テキスト：綾屋 2019「当事者研究が受け継ぐべき歴史と理念」 
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         熊谷晋一郎（責任編集） 『当事者研究をはじめよう』pp.6-13．金剛出版 

 

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

予習：指定されたテキストを事前に読む  

復習：各回終了後（2～3 日以内）に小レポート（コメント：300～400 字）を提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

①指定されたテキストを選び各人の関心や問題意識に引きつけて研究を深めて発表する［採点基準：テキストに関する理解の正

確さを踏まえた自身の専門分野におけるオリジナルかつ説得的な展開］(40%)/②毎回の小レポート（コメントペーパー）の内容［採

点基準：テキストに関する理解の正確さ、および、学んだ内容・テーマ・問いに応じた自身の考察が深く記述されている］(35%)/③

授業への参加態度［採点基準：発表者に敬意をもって忌憚なく、協力的に議論をおこなう姿勢 （減点対象：遅刻、私語、他用を行

う、進行妨害・不参加など）〕(25%) 

※2/3 以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 綾屋紗月・熊谷晋一郎、2008、『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』、医学書院 (ISBN:9784260007252) 

2. 熊谷晋一郎（責任編集）、2017、『みんなの当事者研究』、金剛出版 (ISBN:9784772415712) 

3. 綾屋紗月（編著）、2018、『ソーシャル・マジョリティ研究―コミュニケーション学の共同創造』、金子書房 (ISBN:9784760826681) 

4. 熊谷晋一郎（責任編集）、2019、『当事者研究をはじめよう』、金剛出版 (ISBN:9784772417150) 

5. 大倉得史・勝浦眞仁（編著）、2020、『心理師、関係者、当事者のための実践テキスト 発達障碍のある人と共に育ち合う 「あ

なた」と「私」の生涯発達と当事者の視点』、金芳堂 (ISBN:9784765318464) 

 

参考文献（Readings） 

1. 上岡陽江・大嶋栄子、2010、『その後の不自由―「嵐」のあとを生きる人たち』、医学書院 (ISBN:9784260011877) 

2. 河野哲也（編）、2013、『知の生態学的転回 3 倫理――人類のアフォーダンス』、東京大学出版会 (ISBN:9784130141338) 

3. 石原孝二（編）、2013、『当事者研究の研究』、医学書院 (ISBN:9784260017732) 

4. 石原孝二・河野哲也・向谷地生良（編著）、2016、『精神医学と当事者』、東京大学出版会 (ISBN:9784130141833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・本講義では主にテキスト輪読をおこなう。資料の一部を共有する際には BlackBoardを使用する。 

 

・このシラバスでは受講生の選択肢を広げるために全 14 回の授業計画を記載したが、受講生の人数および興味関心によって取

り扱わないテーマが生じたり、時間配分が増減したりする可能性がある。 

 

・授業の流れは以下を予定している。 

 

 ①初回に受講生の関心や問題意識に合わせて、発表担当と順番を決める。 

 

 ②各回、事前に受講生全員が指定されたテキストを読む。 

 

 ③発表者は指定されたテキスト（できればサブテキストも含む）の内容を踏まえた上で、自身の関心や問題意識に引きつけて展

開した内容を発表する（約 40～50 分）。 

  ※発表方法はパワーポイントの使用、レジュメの配布など、発表者が慣れたスタイルでよい。 

 

 ④講師からのコメント、発表者への質疑応答、および受講生全員でのディスカッションをおこなう。 

 

 ⑤各回終了後、受講生全員、指定された期日（講義の 2～3日後）までに小レポート（300～400 字）を講師に提出する。 

 

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） 
若者支援の臨床教育社会学 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 正義(KOGA MASAYOSHI) 

学期 

（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） 

困難を有する若者の調査研究方法（インタビュー、観察、パネル調査など）を学習し、臨床的な研究の可能性を考える 

 

At risk young people research methods  (interview, observation and panel research etc.) is learned and a possibility of the 

clinical study is considered 

 

授業の内容（Course Contents） 

自分自身の調査経験を踏まえ、進路多様校・低ランク校調査や卒業後の追跡調査、中途退学者調査、ひきこもり家族調査、少年

院参与調査、困難系若者全国調査など、順次、支援の必要な若者の調査研究を紹介していき、ディスカッションする 

 

We are introducing and discuss with young people necessary of support through a low rank school investigation and  a dropout 

people investigation, a social withdrawal family investigation, a reformatory participation investigation and whole country 

investigation of young people 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 臨床的な調査にトライする （「質的調査法を学ぶ人のために」の論考） 

2. 構築主義的なフィールド調査を考える （「社会学評論」の論考） 

3. ひきこもり家族のインタビュー研究の方法 （「ひきこもりと家族の社会学」） 

4. ひきこもり家族のインタビュー研究の成果 （「ひきこもりと家族の社会学」） 

5. 都立高校中途退学者追跡調査の方法 （「教育社会学研究」の排除特集の論考） 

6. 都立高校中途退学者追跡調査の成果 （「教育社会学研究」の排除特集の論考） 

7. 低ランク高校卒業生追跡調査の方法 （「現代思想」就活特集の論考） 

8. 低ランク高校卒業生追跡調査の成果 （「現代思想」就活特集の論考） 

9. 少年院参与観察調査の方法 （「現代社会の少年院教育」） 

10. 少年院参与観察調査の方法 （「現代社会の少年院教育」） 

11. 教育困難高校参与観察研究の方法 （「教えることのエスノグラフィー」） 

12. 教育困難高校参与観察研究の成果 （「教えることのエスノグラフィー」） 

13. 若者問題の脱構築による支援の見直し （「教育社会学のフロンティア２」の論考） 

14. 社会に貢献する多様な調査研究 （放送大学「現代社会の児童生徒指導」） 

 

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

配布資料や視聴用 VTRなどを予習しておくこと 

質問や意見などを整理して、デスカションできる状態で授業に臨むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(20%)/毎回の授業での発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 古賀正義 ほか編、2018、『現代社会の児童生徒指導』、放送大学教育振興会 

2. 古賀正義 ほか編、2018、『ひきこもりと家族の社会学』、世界思想社 

3. 古賀正義 ほか編、2012、『現代社会の少年院教育』、名古屋大学出版会 

4. 古賀正義 ほか編、2008、『質的調査法を学ぶ人のために』、世界思想社 

5. 好井裕明 編、2016、『排除と差別の社会学』、有斐閣 

古賀正義『教えることのエスノグラフィー』 金子書房 2004 ISBN：9784760892624 

学内書店での扱いなし。必要箇所はコピーを配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 稲垣・内田 編、2018、『教育社会学のフロンティア２』、岩波書店 
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2. 志水・北村 編、2016、『第２巻 社会のなかの教育（講座『教育 変革への展望』）』、岩波書店 

 

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） 
質的研究法概論 

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） 

教育学や教育心理学において近年注目されている質的研究法に関し、その多様な理論的基礎を概観し、より質の高い研究を行

うための手続きの理解を深める。 

 

This course provides an overview of the theoretical foundations of qualitative research methods, which have recently attracted 

attention in pedagogy and educational psychology, and deepens understanding of the procedures for conducting high-quality 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半では、多様な質的研究法の理論について学んだ後、インタビュー研究を例にとってその過程をたどって必要となるス

キルを身につける。学期の後半では文献にあたり、質の高い質的研究論文を書くための基準について学ぶ。 

 

In the first half of the semester, the students will learn about the theories of various qualitative research methods, and follow 

the process of interview research to develop the necessary skills. In the second half of the semester, the literature will be 

reviewed, and the students will learn the criteria for writing a good qualitative research paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of qualitative research 

2. Background of qualitative research (1) 

3. Background of qualitative research (2) 

4. Collecting qualitative data 

5. Reading and interpreting qualitative data 

6. Initial coding of qualitative data 

7. Making categories from qualitative data 

8. Constructing a story from qualitative data 

9. Reporting Standard (1) 

10. Reporting Standard (2) 

11. Reporting Standard (3) 

12. Reporting Standard (4) 

13. Evaluating qualitative research papers 

14. Wrap up 

 

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

テキストには必ず目を通してから授業を受けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(20%)/レジュメ１(20%)/レジュメ 2(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Levitt, H. M.. 2020. Reporting qualitative research in psychology. American Psychological Association (ISBN:9781433830037) 

必要箇所のコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 能智正博、2011、『質的研究法』、東京大学出版会 (ISBN:9784130151368) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
モチベーションの教育心理学 

担当者名 

（Instructor） 
鹿毛 雅治(KAGE MASAHARU) 

学期 

（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） 

教育心理学におけるモチベーションの理論を理解することがねらいです。 

 

The aim of this course is to help students acquire an understanding of the theories of motivation in educational psychology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

モチベーション理論の概略と各論を扱います。 

 

・The outline of the theories of motivation in educational psychology. 

・The particular  theories of motivation 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 教育における学習者のモチベーション 

3. 認知論的アプローチ（１）価値と目標 

4. 認知論的アプローチ（２）期待と自己概念 

5. 認知論的アプローチ（３）認知プロセスと動機づけ 

6. 感情論的アプローチ（１）感情のメカニズム 

7. 感情論的アプローチ（２）興味と不安 

8. 欲求論的アプローチ（１）欲求のメカニズム 

9. 欲求論的アプローチ（２）自己決定理論 

10. 欲求論的アプローチ（２）パーソナリティと社会的欲求 

11. 環境論的アプローチ（１）学習環境と教育実践 

12. 環境論的アプローチ（２）教育環境のデザイン 

13. 環境論的アプローチ（３）教育環境のダイナミズム 

14. 「モチベーションの教育心理学」を問う 

 

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

必要に応じて指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/参加(25%)/発表(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鹿毛雅治、2013、『学習意欲の理論－動機づけの教育心理学』、金子書房 (ISBN:978-4760823796) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿毛雅治、2022、『モチベーションの心理学』、中公新書 (ISBN:978-4121026804) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF245／教育学演習 ５ 

(Seminar in Educational Research 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

近代日本における親の教育の権利と義務と家族および女性に関する言説・制度 

The system and discourse of parental right, family, women in modern Japan 

担当者名 

（Instructor） 
広井 多鶴子(HIROI TAZUKO) 

学期 

（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） 

近代以降の日本社会において、親の教育責任と家族、女性（母親）がいかに捉えられ、いかに制度化されてきたのかを明らかに

する。また、これらを捉えるための研究方法について把握する。 

 

This course will help you to recognize the definition of family, women, or mother, and parents’ educational responsibility in 

Japanese society after modernizing. Students are expected to understand the process of institutionalizing them and the way of 

search. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、親が子どもの教育に責任を持つことは当たり前のものと見なされ、親の責任を前提に教育や福祉など様々な制度が形成さ

れている。だが、親の教育責任は近代化の過程で形成されたものであり、その背景には家族・家庭を基盤とした国民国家の形成

がある。 

この授業では、明治以降の近代化の過程で、親に子どもの教育責任を負わせる制度がどのように形成されてきたかを分析する

とともに、今日の児童虐待や子どもの貧困、不登校などの問題において親子関係がどのように捉えられ、どのように近代の制度

が変容しようとしているのかを考える。 

 

Today, it’s general that parents have responsibility for looking after their children. However, it was formed in the process of 

modernizing in the background the nation state based on family was composed. 

 

In this course, we are going to think about the changes of parents’ obligation and right about child abuse, child poverty, and 

school non-attendance, analyzing how the education system for parents have been established in the process of modernizing 

after Meiji era. And also, we are going to think that how the modern system has been transformed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー授業の進め方と研究方法 

2. 戦前の児童虐待ー児童虐待防止法（1933 年）の制定 

3. 児童虐待問題の登場ー児童虐待防止法（2000 年）の制定 

4. 児童虐待の原因論 

5. 親権の誕生 

6. 親権の形成 

7. 良妻賢母論と主婦の形成 

8. 親の教育義務・責任 

9. 成人年齢の捉え方 

10. 長期欠席、登校拒否、不登校 

11. 子どもの貧困問題と貧困対策 

12. 家族概念の形成 

13. 家族関係の変容―家族の個人化とフェミニズム 

14. リフレクションとまとめ 

 

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

各自指定された論文を読み、ポイントと疑問点をまとめる。 

レポート担当者は発表資料を作成する。 

授業の最終レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発表(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業中に論文を指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 上野千鶴子、2018、『情報生産者になる 』、ちくま書房（新書） (ISBN:978-4480071675) 

2. 小山静子・小玉亮子編、2019、『子どもと教育 (家族研究の最前線)』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4818825154) 

3. 大桃敏行・背戸博史編、2020、『日本型公教育の再検討』、岩波書店 (ISBN:978-4000614122) 

4. 広井多鶴子・小玉亮子、2010、『現代の親子問題ーなぜ親と子が「問題」なのか』、日本図書センター (ISBN:978-4284304412) 

5. 広井多鶴子編著、2021、『下田歌子と近代日本―良妻賢母論と女子教育の創出』、勁草書房 (ISBN:978-4326603398) 

6. 山野良一、2014、『子どもに貧困を押しつける国・日本』、光文社（新書） (ISBN:978-4334038212) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF246／教育学演習 ６ 

(Seminar in Educational Research 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的調査法の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
額賀 美紗子(NUKAGA MISAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究４」 

後期課程用科目コード：PF346 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的方法論の特長と多様なアプローチについて学び、質的方法を使って研究論文を執筆するための知識とスキル獲得をめざ

す。 

 

This course aims to provide students with opportunities to learn about the characteristics of qualitative methods and various 

approaches within them. Students can acquire the knowledge and skills required to write a coherent and convincing paper using 

qualitative methods.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は以下の３つによって構成される。 

１）質的方法論の基本的知識に関するレクチャーとディスカッション 

２）質的方法論を使った文献についてのディスカッション 

３）参与観察・インタビューの実践およびデータ分析 

 

This course requires students to engage in discussion about readings and to conduct qualitative data collection as well as 

analysis: 1) a lecture and a discussion about basic principles of qualitative methods, 2) discussion based on literature using a 

qualitative method, and 3) practicing fieldwork and interviews followed by data analysis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：質的研究法の特長・リサーチデザイン・発展の経緯 

2. 参与観察を行う：現場のメモからフィールドノーツへ 

3. フィールドノーツを書く①：何をどう見てどのように書くのか 

4. フィールドノーツを書く②「分厚い記述」 

5. 質的テキストを分析する：コーディングとグラウンデッドセオリーアプローチの実践 

6. 研究者のポジショナリティ、リフレクシヴィティと研究倫理 

7. 研究計画を立てる 

8. 話を聴く：半構造化インタビュー、ライフストーリー、生活史調査 

9. グループプロジェクト：インタビューテーマの設定とインタビューガイドの作成 

10. インタビューの技法：授業内ミニ実践 

11. インタビューを使った文献講読 

12. インタビューの分析①：コーディング 

13. インタビューデータの分析②：仮説生成へ 

14. インタビュープロジェクトの発表 

 

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

フィールドノーツの作成やインタビューデータの収集が求められます。また、ディスカッションの多い授業になるので積極的に参加

してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/通常の授業における複数回の課題提出(50%)/出席および授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田博志、2010、『エスノグラフィー入門―<現場>を質的研究する』、春秋社 

2. 岸政彦・石岡丈昇・丸山里美、2016、『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社会学』、有斐閣ストゥデイア 
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3. 藤田結子・北村文、2013、『現代エスノグラフィー: 新しいフィールドワークの理論と実践 (ワードマップ)』、新曜社 

4. 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 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
山名 淳(YAMANA 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） 
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） 

西洋の教育学において用いられる諸概念や問題構成を基盤として、教育や人間形成の問題を歴史的かつ体系的に論じることが

できる。より具体的に言えば、本授業を通して、受講生は(1)「アートと教育」について論じるための基礎概念および問題構成を習

得することができる。(2)「アートと教育」という主題との関連で、現代社会における教育について批判的に論じる基本的な構えを身

につけることができる。(3)以上のことを前提としつつ、各受講生の個人研究を批判的に再検討する一視点を得ることができる。 

 

Based on various concepts and problematics of Western educational theory and philosophy, students will be able to discuss 

educational and human development issues historically and systematically. To be more specific, students will be able to acquire 

(1) basic concepts for the topic “art and education” and its problematics. (2) Students will be able to gain basic preparation for 

critical discussing in relation to the topic “art and education”. (3) With the above as assumptions, each student will gain the 

perspective to critically reconsider their own individual research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「アート」「モノ」「メディア」をキーワードに設定した教育哲学の共同研究の成果が刊行された（今井康雄編『モノの経験の教育学』

東京大学出版会、2021 年）。本書は、教育とアートを関連づけて議論する際の重要なポイントを示してくれている。 

制作活動で何が学ばれるのか、アートはどのようにして学ばれるのか。教育においてアートはどのような働きを有しているか。確

かな知識へと導く営みとしての教育にとって、そのような知識を揺さぶる要素（＝モノ）の意味はどこにあるか。本授業では、この

テクストの読解を中心にしつつ、教育哲学の立場から「アートと教育」を論じることの意義と課題を探る。 

 

As results of a collaborative research project regarding educational philosophy, the anthology “Pedagogy of Experiences of 

Things” (edited by Yasuo Imai, University of Tokyo Press, 2021) is published. Based on the theories about “art”, “media” and 

“thing”, this book provides us with important points to discuss in relation to the topic “education and art”. How is learning art 

possible? What is the function of art in education? What does “thing” mean in the context of education? In this class, we will 

explore the significance of discussing "art and education" from the standpoint of philosophy of education, based on reading and 

interpreting this textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 本授業の概要説明 

2. テキスト第１章を読む 

3. テキスト第２章を読む 

4. テキスト第３章を読む 

5. テキスト第４章を読む 

6. テキスト第５章を読む 

7. テキスト第７を読む 

8. テキスト第８章を読む 

9. テキスト第９章を読む 

10. テキスト第１０章を読む 

11. テキスト第１１，１２章を読む 

12. 応用事例研究１ 

13. 応用事例研究２ 

14. 応用事例研究３ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業におけるプレゼンテーション・ディスカッション(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 今井康雄編、2021、『モノの経験の教育学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-051360-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山名淳・矢野智司編、2017、『災害と厄災の記憶を伝える』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-25120-9) 

2. 渡辺哲男他編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃陽書房 (ISBN:978-4771031623) 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特別な前知識を必要としませんが、積極的に議論に参加していただくことを希望します。 

 

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） 
教育学における社会調査／量的調査を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 健(ENDO 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究６」 

後期課程用科目コード：PF348 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では教育学分野で実施される量的な社会調査について、基礎から学び、履修者自身が社会調査の意義や方法を理解

し、自ら仮説を立て、データを分析し、結果をまとめることができる能力を身につけることを目指します。 

 

In this class, students will learn from the basics about quantitative social research conducted in the field of pedagogy, 

understand the significance and method of social research, make their own hypotheses, analyze the data, and summarize the 

results.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の内容は、授業の目標達成に向けて①基礎理解、②調査企画・分析方法の理解、③実践の３部構成となります。なお、各履

修者の研究関心や調査方法の理解度、修得度を充分に考慮して進め、復習や補習用のオンデマンド教材も用います。 

第一部では、社会調査の基礎や社会調査を取り巻く状況を概説します。 

第二部では、調査の企画・分析方法について概説します。 

第三部では、授業内で利用できるデータを実際に使用し、分析を行い報告書をとりまとめます（授業内で調査自体は行いませ

ん）。 

 

The content of the class will consist of the following three parts to achieve the goal of the class. 

(1) Basic understanding, (2) Understanding of survey planning and analysis methods, (3) Practice. 

In addition, we will proceed with careful consideration of each student's research interests, understanding of survey methods, 

and acquisition level, and we will also use on-demand teaching materials for review and supplementary class. 

The first part outlines the basics of social research and the circumstances surrounding social research. 

The second part outlines how to plan and analyze the survey. 

In the third part, we will actually use the data available in the class, analyze it, and compile a report (the survey itself will not be 

conducted in the class). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業全体の目標や内容、進め方を説明します。履修者のテーマや関心、社会調査の理解度や修得度

もヒアリングします。 

2. 社会調査の基礎①：社会調査を取り巻く状況（科学的根拠の重要性、研究倫理等）について概説し、社会調査の意義を説

明します。※参考：「社会と調査」第 21 号 特集：エビデンス・ベースド・ポリシーと教育調査、同第 12 号 特集：社会調査と

データの利用をめぐる研究倫理の動向 

3. 社会調査の基礎②：社会調査をはじめる前の作業（先行調査の整理など）について説明します。※参考：「社会と調査」第８

号 特集：データ・アーカイブと二次分析の最前線、同 27 号 特集：社会調査の再現可能性とデータ標準 

4. 社会調査の基礎③：社会調査でどのような事が明らかにできるのか概説します。※参考：「社会と調査」第 17 号 特集：社

会調査と政策のあいだ  

5. 調査の企画・分析方法①：調査の企画を具体化する手順（仮説の設定等）を説明します。 

6. 調査の企画・分析方法②：実際の調査の進め方について説明します。※参考：「社会と調査」第２号 特集：調査のフィール

ドとしての学校 

7. 調査の企画・分析方法③：サンプリングの考え方や方法について説明します。※参考：「社会と調査」第 5 号 特集：回収率

を考える 

8. 調査の企画・分析方法④：調査票の作成手順や方法を説明します。 

9. 調査の企画・分析方法⑤：収集したデータの整理（データクリーニング等）について説明します。 

10. 調査の企画・分析方法⑥：データを分析するにあたっての基礎（単純集計、クロス集計等）を説明します。 

11. 分析実践①：これまでの授業を踏まえ、問題関心と仮説の設定、データ分析について実践します。 

12. 分析実践②：これまでの授業を踏まえ、単純集計票を作成します。 

13. 分析実践③：これまでの授業を踏まえ、報告書としてとりまとめ、履修者間で批判的に検討します。 

14. 分析実践④：前回授業の振り返りを踏まえ、修正報告書をとりまとめ報告します。 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１部、第２部では、テキストの予習を必須とし、担当履修者は該当章を要約する。復習は、授業後に設定する小テストにて理解

度を確認し、知識の定着を図ります。 

第３部では履修者が事前にある程度の分析や報告書のとりまとめを実践したことを前提に授業を行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の小テスト(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森岡清志、2007（第 2 版は 2016）、『ガイドブック社会調査（第 2 版）』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460) 

 

参考文献（Readings） 

「社会と調査」（社会調査協会）各号も参考とする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修にあたっては、各人の社会調査への理解度や分析スキル等は問いません。初学者の方も歓迎します。 

データ分析にあたっては、授業の教育として利用可能なデータ（できるだけ履修者の関心に違いデータを想定）を分析し、とりまと

めてもらう予定です。 

分析ソフトは授業では IBM の SPSSを使用する予定です。大学への利用申請等によって利用できる環境にしてください（初回の

授業でも確認します）。 

 

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)(32%)/授業への参加態度(28%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG102／日本文学演習 ２Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『曾我物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『曾我物語』の仮名本系本文を精読し，その特質を理解するとともに，「曾我物」と通称される周辺文芸作品との間の影響関係に

ついての理解を深める． 

 

Students carefully read the text of Soga Monogatari, understand its characteristics, and deepen their understanding of 

relationships in influences among the peripheral literary works known as Sogamono. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ていねいに注解を施しながら本文を読み進める．依拠資料・周辺資料との関係，同時代の諸文芸との相関性，幸若舞などの語り

物文芸や物語絵としての再生の様相などに目を配りつつ，『曾我物語』の文学史上の意義を照らし出していく．各自の研究テーマ

や問題関心とも共鳴させながら，本文を精読していく． 

 

While making careful annotations, students read the assigned texts. While noting the relationship between source materials and 

peripheral materials, the correlation with literary arts of the same period, and aspects of their reproduction in narrative arts 

such as kowakamai dance and monogatari-e pictures, the course illuminates the significance of the literary history of Soga 

Monogatari. Students read the texts closely and experience resonance with their own research themes and areas of interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説・共通課題の確認 

2. 担当者による発表と質疑応答 1 

3. 担当者による発表と質疑応答 2 

4. 担当者による発表と質疑応答 3 

5. 担当者による発表と質疑応答 4 

6. 担当者による発表と質疑応答 5 

7. 担当者による発表と質疑応答 6 

8. 担当者による発表と質疑応答 7 

9. 担当者による発表と質疑応答 8 

10. 担当者による発表と質疑応答 9 

11. 担当者による発表と質疑応答 10 

12. 担当者による発表と質疑応答 11 

13. 担当者による発表と質疑応答 12 

14. 担当者による発表と質疑応答 13，まとめ 

 

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

各回で扱う章段を下読みしたり，関連論文を読むなどして，自主的に基礎的知識を身につけて授業に臨むこと． 

関連論文・資料等の収集を各自で進めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表（複数回）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

底本については初回に指示する．影印・活字本として刊行されている妙本寺本（真名本）・太山寺本・古活字本等のほか，各種の

写本・版本を随時利用することになる． 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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発表者は発表資料をもとに報告する． 

その時点での社会状況と大学としての判断に照らして、この授業での対面式の停止について判断する。毎週、「立教時間」で告

知する案内を必ず参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
『六百番歌合』春・夏部を読む 

担当者名 

（Instructor） 
家永 香織(IENAGA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『六百番歌合』は、藤原良経が主催し定家・家隆・慈円ら 12 名の歌人が出詠した歌合である。本演習は、この歌合を精読すること

により、和歌文学についての理解を深めることを目標とする。 

 

The "Roppyakuban Utaawase" is a poetry contest organized by Fujiwara Yoshitsune, in which Teika, Ietaka, Jien and 12 other 

poets participated. In this seminar, we will deepen our understanding of waka literature through a close reading of this poetry 

contest. 

In this seminar, students will deepen their understanding of waka literature and acquire specialized research methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『六百番歌合』は、独特の歌題設定、新旧両派の詠風の違い、白熱した議論、藤原俊成による質の高い判詞など見るべき点が多

く、表現意図、歌題の詠出技法、和歌批評の方法など様々な切り口で分析することができる作品である。本演習では春・夏部を取

り上げ、最初に作品の概要と発表の方法を説明した上で、担当者による発表と討議を行っていく。 

 

There are many things to be seen in "Roppyakuban Utaawase", such as the unique setting of poetry titles, the differences in 

poetic styles between the old and new schools, heated discussions, and the high quality of the poems written by Toshinari 

Fujiwara. There are many points to be seen in this poetry contest, such as the intention of expression, the technique of 

composing poetry titles, and the method of criticizing waka poems. 

In this exercise, we will take up the spring and the summer sections, and after explaining the outline of the works and the 

method of presentation at the beginning, the lecturers will make presentations and hold discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『六百番歌合』の概要 

2. 調査・発表の方法 

3. 担当者による発表と討議 1 

4. 担当者による発表と討議 2 

5. 担当者による発表と討議 3 

6. 担当者による発表と討議 4 

7. 担当者による発表と討議 5 

8. 担当者による発表と討議 6 

9. 担当者による発表と討議 7 

10. 担当者による発表と討議 8 

11. 担当者による発表と討議 9 

12. 担当者による発表と討議 10 

13. 担当者による発表と討議 11 

14. 担当者による発表と討議 12 

 

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

次の回で取り上げられる箇所について、下読みをした上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/討議への参加態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

最初の授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 210 - 

■JG104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG104／日本文学演習 ４Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
俳諧研究－元禄の俳諧を読む－ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

俳諧の奥深さやおもしろさを味わいながら、解釈・調査の多様な方法を習得し、近世文学研究の基礎を身につける。 

 

Students will learn various methods of interpreting and researching Haikai, and acquire the basics of modern literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

元禄期の京・大坂・江戸の俳人たちの連句に注釈を加え、精読し、作者や地域毎の違い、それぞれの特徴について検討する。 

 

Students will annotate the renku of the poets of Kyoto, Osaka, and Edo during the Genroku period, read them carefully, and 

examine the differences between the authors and regions, and the characteristics of each. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 俳諧史と俳諧研究の方法（１） 

3. 俳諧史と俳諧研究の方法（２） 

4. 演習（１） 

5. 演習（２） 

6. 演習（３） 

7. 演習（４） 

8. 演習（５） 

9. 演習（６） 

10. 演習（７） 

11. 演習（８） 

12. 演習（９） 

13. 演習（１０） 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG105／日本文学演習 ５Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈伝承〉をよむ 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈伝承〉世界の探求を通して、日本文化の多様性について考えるとともに、資料の収集・分析の方法を修得する。 

 

Through investigating the world of “denshō” (the transmission of myths, legends, and other stories), students will consider the 

multifaceted nature of Japanese culture, while assembling research materials and acquiring analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「〈伝承〉をよむ」 

様々な〈伝承〉を取り上げ、丁寧に分析することで、〈伝承〉がどのように発生し、展開していくのか、その諸相を考究する。今学期

は、自然環境、とりわけ動物・植物に関する〈伝承〉について検討する。いわゆる「文学作品」だけでなく、記録や文書、思想書な

ど、多様な文献を横断的、通時代的に読み解くことで、〈伝承〉文化の意味を問い直し、日本文学、文化史を立体的に把握するた

めの視座を獲得する。 

 

Analyzing the Transmission of Legend 

This seminar takes up various denshō legends, and closely analyzes them to investigate the many ways in which they originated 

and developed. This semester will focus on legends related to the natural environment, especially to animals and plants. We will 

not only read works considered to be "literature," but look at a variety of texts from different time periods, including records, 

historical sources, and religious texts, interrogating the meaning of denshō literature and obtaining a more three-dimensional 

view of Japanese literature and cultural history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「〈伝承〉をよむ」ために 

3. 受講生による発表 1 

4. 受講生による発表 2 

5. 受講生による発表 3 

6. 受講生による発表 4 

7. 受講生による発表 5 

8. 受講生による発表 6 

9. 受講生による発表 7 

10. 受講生による発表 8 

11. 受講生による発表 9 

12. 受講生による発表 10 

13. 受講生による発表 11 

14. まとめ 

 

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

発表に関しては、事前に入念な準備を行い、発表後はそれをもとに最終レポートを作成する。他の受講生の発表に対しては、自

分なりに調査・検討した上でコメントを提出する。 

 

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） 
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授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

・授業に関する情報は、立教時間や Blackboardに掲載するので、受講前に確認すること。 

 

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８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） 

大正期文学の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ことを目標とします。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します。 

 

The goal of the class is to understand the variety of literary works in the development period of Taisho era literature, and to 

understand the development and background of Taisho era literature. Through this process, we aim to improve basic skills for 

literary studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前年に第一次世界大戦が終結し、講和に向けての会議が進行する国際情勢の中で、大正８年の日本は、『我等』『改造』『解

放』などの雑誌が創刊されるなど、大正デモクラシー思想の高揚期とされます。前年には米騒動も起きており、日本社会の経済

的環境も大きく変化しつつありました。島田清次郎『地上』（新潮社）が大ベストセラーとなり、純文学作家による通俗小説流行の

兆しが見えるなど、文学と大衆的読者との関わりに変化が生じた時期でもあります。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します。なお、参加者による報告は、具体的な課題・作

品をめぐる報告と、どのような作品・文学的動向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ります。 

 

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８年の文学概況１ 

4. 大正８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） 

使用する作品本文については授業の中で指示する。 
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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） 
近代文学研究の実践（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。 

 

Students will read and interpret texts from the perspectives of problem organization, annotation, and textual analysis, will 

acquire methods and knowledge related to literary research, and will write research papers on their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

５限・６限の時間を利用して演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、１時間程度の発表を行ったあと、その内容

をめぐって２時間にわたる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前

提として発表してもらう。 

 

Classes will be held in seminar format using the 5th and 6th hours. In every session, the presenter will prepare an outline and 

give a presentation of about 1 hour, after which the class will discuss the content for 2 hours. Presenters will designate texts 

according to their own research themes, and will give presentations that will be presumably put into print in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 発表３ 

5. 発表４ 

6. 発表５ 

7. 発表６ 

8. 発表７ 

9. 発表８ 

10. 発表９ 

11. 発表１０ 

12. 発表１１ 

13. 発表１２ 

14. 発表１３ 

 

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

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

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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■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） 
日本近現代文学における身体の表象 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（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） 

日本近現代文学において、人間の身体がいかに問題化、あるいは表象されてきたかを理解する。 

 

This course introduces how the human body has been problematized or represented in modern and contemporary Japanese 

literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体表象をテーマとして、この問題を考えるための基本的な概念を学びつつ、文学テクストを読解する。 

また、履修者の口頭発表のスキルや個別の研究の進め方に関して議論、指導を行う。 

対象となるテクストは明治期に発表されたものから現代文学までに至る。さらに、身体を考えるうえではジェンダーやセクシュアリ

ティの問題も深く関わるため、それらに対する理解を涵養することも求められる。 

 

This course deals with the basic concepts for thinking about how modern and contemporary Japanese literature has expressed 

the human body. 

It also enhances the development of students’ skill in making oral presentation and self-regulated learning. 

The texts covered will range from those published in the Meiji period to contemporary literature. In addition, since issues of 

gender and sexuality are deeply related to the consideration of the body, students are required to cultivate an understanding of 

these issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文学テクストと先行研究の講読 

3. 文学テクストと先行研究の講読 

4. 文学テクストと先行研究の講読 

5. 発表 1 

6. 発表 2 

7. 発表 3 

8. 発表 4 

9. 発表 5 

10. 発表 6 

11. 発表 7 

12. 発表 8 

13. 発表 9 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録後に Blackborad上で履修者に対して行う。 

予習としては次回以降の授業で取り上げられる文学テクストや各種資料を読了する作業がこれに該当する。復習に該当するもの

としては、自身が発表した場合は授業時の質疑応答の内容等をふまえ、考察をブラッシュアップすることが挙げられる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業への積極的な参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリント等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG110／日本文学研究 ２Ａ 

(Studies in Japanese Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを目標とする。 

 

Students will acquire knowledge about Japanese classic works (wahon), and will learn to handle these works properly, 

gain and discover required information from the classic works (bibliographic surveying), 

and become able to accurately convey the information to others (survey research reporting). 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、 

息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

Students will learn about Japanese classic works (wahon and wakosho) before the Edo period. 

 

At an object, a book appears to say nothing at first glance. 

In truth, however, it speaks garrulously about many things. 

Anyone can listen to or hear its voice. 

However, that voice is also something that can be heard only by those who open their ears and try to listen. 

  

But if one does listen to and follow that voice, 

things will come into view that had been in front of the listener, unseen, all long. 

 

This means not only coming to understand the book as an object, but also becoming able to more deeply understand its 

content. 

  

In the end, the course hopes to deepen understanding to the point that one can feel the breath of books and the people who 

have conveyed them until now. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 古典籍の取り扱い方の基礎（講義・演習） 

3. 書物の要素① ； 表紙（講義） 

4. 書物の要素② ； 見返し（講義・演習） 
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5. 書物の要素③ ； 料紙 斐紙（講義） 

6. 書物の要素④ ； 料紙 楮紙（講義・演習） 

7. 装訂のさまざま① ； 巻子本 粘葉装 その１（講義） 

8. 装訂のさまざま② ； 巻子本 粘葉装 その２（演習） 

9. 装訂のさまざま③ ； 冊子本 列帖装 その１（講義） 

10. 装訂のさまざま④ ； 冊子本 列帖装 その２（演習） 

11. 装訂のさまざま⑤ ； 冊子本 袋綴装 その１（講義） 

12. 装訂のさまざま⑥ ； 冊子本 袋綴装 その２（演習） 

13. 装訂のさまざま⑦ ； その他の装訂  その１（講義） 

14. 装訂のさまざま⑧ ； その他の装訂  その２（講義） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/演習への取り組み(50%)/講義での質問等の発言(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG112／日本文学研究 ４Ａ 

(Studies in Japanese Literature 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代文学研究セミナー 

担当者名 

（Instructor） 
日比 嘉高(HIBI YOSHITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG307 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、日本近現代文学の考えるための新しい視点の獲得を目標とする。 

 

The goal of this seminar is to acquire new perspectives for researching modern Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、日比の現在の関心を中心に、いくつかのトピックを組み合わせて構成する。一つは、「モノ」。「モノ」と人とが取り結ぶ関

係に注目しながら、文学作品を読み直す。もう一つは「文学国語」。近代文学の作品を書き直すことにより、「文学国語」を批判的

かつ拡張的に考える。その他、いくつかの個別の話題も取り上げる。 

 

This seminar will consist of a combination of several topics, concerning Hibi's current interests. One is "materials/things". We 

will re-read literary works, paying attention to the relationship between "materials/things" and people. The other is "Bungaku 

Kokugo". By rewriting some modern literary works, we will critically and expansively consider the "Bungaku Kokugo". Some 

other individual topics will also be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 自己紹介、各回の概観 

2. モノと知の歴史◎ 帝国の書店：内地と外地を結んだ知のネットワーク 

3. コンピュータを用いた文学研究の可能性 

4. ゴミと近現代文学❶ ゴミの思想、ゴミの批評～川路柳虹 「塵溜」、江見水蔭「悪道路」ほか 

5. ゴミと近現代文学❷ ゴミの思想、ゴミの批評～星新一「おーい でてこーい」ほか 

6. ゴミと近現代文学❸ 埴原一亟「塵埃」 ～学生による報告 

7. ゴミと近現代文学❹ 日野啓三「夢の島」 ～学生による報告 

8. モノから読む❶ 葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」とコンクリート 

9. モノから読む❷ 建築空間と文学表現 

10. モノから読む❸ モノ編～学生による報告 

11. モノから読む❹ 建築空間編～学生による報告 

12. 書き直し近代文学❶ 書き換えのもたらす発見 

13. 書き直し近代文学❷ 「舞姫」：豊太郎を性転換せよ 

14. 書き直し近代文学❸ オノマトペの力 ＋ 集中講義のまとめ 

 

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

授業で使用する作品や論文を事前に読んでおく。具体的な課題については、TAなどを通じて事前に指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内における研究報告(80%)/授業内における討議への参加状況および参加内容(20%) 

期末レポートや試験は行わないため、単位履修者は必ず授業内で何らかの研究報告や課題報告を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷昭宏・日比嘉高編、2021、『ゴミ探訪』、皓星社 (ISBN:9784774407548) 

その他は授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 2 日(火)3～5限、3 日(水)2～5 限、 4 日(木)2～5 限、5 日(金)2～4 限  

教室：7204 
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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） 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

家永 香織(IENAGA KAORI) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG309 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

This is a self-directed course for acquiring thorough knowledge and understanding of diverse methods and viewpoints for 

research into Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

As a student-led self-directed course, the course will organize projects such as exercises, surveys, or reading sessions under 

clear themes and awareness of issues. Students will receive guidance and advice from the instructor in line with their themes, 

focused on the self-directed activities of all participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 
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注意事項（Notice） 
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■JG114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG114／日本文学研究 ６Ａ 

(Studies in Japanese Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貫戦期の日本文学研究：日中戦争・太平洋戦争・占領期・文化冷戦期の表現 

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：PG311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１９３０年代から１９６０年代にかけての日本近代文学の変容を考察する 

 

Studying the transformation of modern Japanese literature from the 1930s to the 1960s 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９３０年前後から１９６０年前後にかけての日本近代文学の変容を、「貫戦期」の日本文学という視角から連続的に分析する。 

受講生の研究発表とコメント、ディスカッションにより進行する。 

 

The transformation of Japanese modern literature from around 1930 to 1960 will be continuously analyzed from the perspective 

of Japanese literature of the "trans-war regime".  

The course will proceed with presentations, comments, and discussions by the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. モデル発表 

3. 受講生による研究発表 

4. 受講生による研究発表 

5. 受講生による研究発表 

6. 受講生による研究発表 

7. 受講生による研究発表 

8. 受講生による研究発表 

9. 受講生による研究発表 

10. 受講生による研究発表 

11. 受講生による研究発表 

12. 受講生による研究発表 

13. 受講生による研究発表 

14. まとめ 

 

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

各自の論文執筆の課題とすり合わせつつ、調査研究を行い、発表レジュメを作成する。 

授業時のコメントおよびディスカッションの成果をとりこんで、期末レポートを執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表、プレゼンテーション、ディスカッション(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

松本清張「黒地の絵」、太宰治「トカトントン」、大岡昇平「武蔵野夫人」、安岡章太郎「海辺の光景」、小島信夫「抱擁家族」、島尾

敏雄「死の棘」など 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎賢子他共編著、2009、『占領期雑誌資料大系』、岩波書店 (ISBN:4000282468) 

2. 川崎賢子他共編著、2007、『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を務める 20 世紀メディア研究所のホームページです。 

https://www.waseda.jp/prj-m20th/ 
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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） 

JJ120「文明工学特殊研究３」との併置科目 

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） 

1. 古田島洋介・湯城吉信、2011、『漢文訓読入門』、明治書院 (ISBN:9784625734007) 

そのほかはプリント・コピーを用意する。 
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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) 

そのほかは適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

考文献輪読は一回ごとに報告担当者を決めて演習形式で行う。 

漢文読解の実践練習は、教室でテキスト内容を解説しつつ、参加者に理解定着のための質問を行い回答を求める。 

最終レポートについては採点終了後に個別にフィードバックする。 

資料共有等のため Blackboardを使う可能性がある。 

 

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） 

日本語の中における漢語の歴史的研究 Historical study of Kango in Japanese 

 

 

担当者名 

（Instructor） 
舒 志田(SHU ZHITIAN) 

学期 

（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 goal is to acquire the specialized knowledge and techniques necessary for studying Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ①山田孝雄 1940『国語の中に於ける漢語の研究』（宝文館）；②荒川清秀 1997『近代日中学術用語の形成と伝播―地理学用

語を中心に―』（白帝社）をメインに読み進みます。日本語の中における漢語、特に「新漢語」と謂われるものの受容または創生、

及び伝播の歴史を解明していきます。 

 

(1) Yoshio Yamada 1940 "Study of KANGO in Japanese" (Hobunkan); (2) Kiyohide Arakawa 1997 "Formation and Propagation of 

Modern Japanese-Chinese Academic Terms-Focusing on Geographical Terms-" (Hakuteisha) Continue reading to the main. We 

will elucidate the history of acceptance, creation, and transmission of KANGO in Japanese, especially what is called "new 

KANGO". 

 

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：演習担当者は研究テーマにそって、できるだけ一次資料を調査して丹念に準備を行ってください。演習資料はレジュメをつ

けて、分かりやすく作成してください。担当者以外の受講生はできる限り、共通の文献を読んでおいて、基礎的な知識を共有しな

がら、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. 山田孝雄、1940、『国語の中に於ける漢語の研究』、宝文館 

2. 荒川清秀、1997、『近代日中学術用語の形成と伝播』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 
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1. 海老沢有道、1958、『南蛮学統の研究』、創文社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者と相談の上、授業内容（読み進める書籍や論文など）を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG153／日本語学研究 ２Ａ 

(Studies in the Japanese Language 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG353 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、古文が読めるようになり、日本語文法の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。教科書中の用例を参照しつつ、担当者の興味に応じ

て古典文法と現代語文法の差異にも視野を広げる予定である。この学期ではテキストの１４講から１８講を取り上げる計画であ

る。ただし、受講生のメンバーによってはテキスト第１講からと変更する場合もある。 

 

Subscribe to textbooks to give an overview of classical Japanese grammar and its historical changes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 反実仮想 

3. 意志 

4. 勧誘表現 

5. 行為要求表現 

6. 禁止 

7. 希望表現 

8. 疑問表現 

9. 形容詞 

10. 連用修飾 

11. 形容動詞 

12. 副詞 

13. 連体修飾 

14. まとめ－古典文法と現代語文法 

 

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。

この科目は授業中の学修だけが重要ではなく、授業内容を踏まえて実際に古文が読めることが重要である。そのため類例を探

すために古文、また現代語に潜んでいる古典文法の語法を意識することに心がけること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG161／日本文学演習 １Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries, and noting the textual differences among various manuscripts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作

って発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのようなニュアンスの違いを生

むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 日本文学演習１Aで扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

 This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines that order notes covering 

ancient to modern annotations, and that list textual differences among different manuscripts. The course will consider how the 

history of annotations has changed, how minor differences in texts lead to differences in nuance, and other issues. 

 Students will continue reading parts covered in Seminar in Japanese Literature 1A. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表（１） 

3. 担当者による発表（２） 

4. 担当者による発表（３） 

5. 担当者による発表（４） 

6. 担当者による発表（５） 

7. 担当者による発表（６） 

8. 担当者による発表（７） 

9. 担当者による発表（８） 

10. 担当者による発表（９） 

11. 担当者による発表（１０） 

12. 担当者による発表（１１） 

13. 担当者による発表（１２） 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(32%)/授業への参加態度(28%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG162／日本文学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『曾我物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『曾我物語』の仮名本系本文を精読し，その特質を理解するとともに，「曾我物」と通称される周辺文芸作品との間の影響関係に

ついての理解を深める． 

 

Students carefully read the text of Soga Monogatari, understand its characteristics, and deepen their understanding of 

relationships in influences among the peripheral literary works known as Sogamono. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ていねいに注解を施しながら本文を読み進める．依拠資料・周辺資料との関係，同時代の諸文芸との相関性，幸若舞などの語り

物文芸や物語絵としての再生の様相などに目を配りつつ，『曾我物語』の文学史上の意義を照らし出していく．各自の研究テーマ

や問題関心とも共鳴させながら，本文を精読していく． 

 

While making careful annotations, students read the assigned texts. While noting the relationship between source materials and 

peripheral materials, the correlation with literary arts of the same period, and aspects of their reproduction in narrative arts 

such as kowakamai dance and monogatari-e pictures, the course illuminates the significance of the literary history of Soga 

Monogatari. Students read the texts closely and experience resonance with their own research themes and areas of interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説・共通課題の確認 

2. 担当者による発表と質疑応答 1 

3. 担当者による発表と質疑応答 2 

4. 担当者による発表と質疑応答 3 

5. 担当者による発表と質疑応答 4 

6. 担当者による発表と質疑応答 5 

7. 担当者による発表と質疑応答 6 

8. 担当者による発表と質疑応答 7 

9. 担当者による発表と質疑応答 8 

10. 担当者による発表と質疑応答 9 

11. 担当者による発表と質疑応答 10 

12. 担当者による発表と質疑応答 11 

13. 担当者による発表と質疑応答 12 

14. 担当者による発表と質疑応答 13，まとめ 

 

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

各回で扱う章段を下読したり，関連論文を読むなどして，自主的に基礎的知識を身につけて授業に臨むこと． 

関連論文・資料等の収集を各自で進めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表（複数回）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

底本については初回に指示する．影印・活字本として刊行されている妙本寺本（真名本）・太山寺本・古活字本等のほか，各種の

写本・版本を随時利用することになる． 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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発表者は発表資料をもとに報告する． 

その時点での社会状況と大学としての判断に照らして、この授業での対面式の停止について判断する。毎週、「立教時間」で告

知する案内を必ず参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG163／日本文学演習 ３Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『六百番歌合』恋一・二を読む 

担当者名 

（Instructor） 
家永 香織(IENAGA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『六百番歌合』は、藤原良経が主催し定家・家隆・慈円ら 12 名の歌人が出詠した歌合である。本演習は、この歌合を精読すること

により、和歌文学についての理解を深めることを目標とする。 

 

The "Roppyakuban Utaawase" is a poetry contest organized by Fujiwara Yoshitsune, in which Teika, Ietaka, Jien and 12 other 

poets participated. In this seminar, we will deepen our understanding of waka literature through a close reading of this poetry 

contest. 

In this seminar, students will deepen their understanding of waka literature and acquire specialized research methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『六百番歌合』は、独特の歌題設定、新旧両派の詠風の違い、白熱した議論、藤原俊成による質の高い判詞など見るべき点が多

く、表現意図、歌題の詠出技法、和歌批評の方法など様々な切り口で分析することができる作品である。本演習では恋一・二を取

り上げ、担当者による発表と討議を行っていく。 

 

There are many things to be seen in "Roppyakuban Utaawase", such as the unique setting of poetry titles, the differences in 

poetic styles between the old and new schools, heated discussions, and the high quality of the poems written by Toshinari 

Fujiwara. There are many points to be seen in this poetry contest, such as the intention of expression, the technique of 

composing poetry titles, and the method of criticizing waka poems. 

In this exercise, we will take up the love sections1-2 and have a presentation and discussion by the person in charge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『六百番歌合』の概要 

2. 調査・発表の方法 

3. 担当者による発表と討議 1 

4. 担当者による発表と討議 2 

5. 担当者による発表と討議 3 

6. 担当者による発表と討議 4 

7. 担当者による発表と討議 5 

8. 担当者による発表と討議 6 

9. 担当者による発表と討議 7 

10. 担当者による発表と討議 8 

11. 担当者による発表と討議 9 

12. 担当者による発表と討議 10 

13. 担当者による発表と討議 11 

14. 担当者による発表と討議 12 

 

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

次の回に取り上げられる箇所について、下読みをした上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/討議への参加態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

最初の授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG164／日本文学演習 ４Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
俳諧研究－元禄の俳諧を読む－ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

俳諧の奥深さやおもしろさを味わいながら、解釈・調査の方法を習得し、近世文学研究の基礎を身につける。 

 

Students will learn various methods of interpreting and researching Haikai, and acquire the basics of modern literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

元禄期の京・大坂・江戸の俳人たちの連句に注釈を加え、精読し、作者や地域毎の違い、それぞれの特徴について検討する。 

 

Students will annotate the renku of the poets of Kyoto, Osaka, and Edo during the Genroku period, read them carefully, and 

examine the differences between the authors and regions, and the characteristics of each. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 俳諧史と俳諧研究の方法（１） 

3. 俳諧史と俳諧研究の方法（２） 

4. 演習（１） 

5. 演習（２） 

6. 演習（３） 

7. 演習（４） 

8. 演習（５） 

9. 演習（６） 

10. 演習（７） 

11. 演習（８） 

12. 演習（９） 

13. 演習（１０） 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 239 - 

■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） 
〈伝承〉をよむ 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈伝承〉世界の探求を通して、日本文化の多様性について考えるとともに、資料の収集・分析の方法を修得する。 

 

Through investigating the world of “denshō” (the transmission of myths, legends, and other stories), students will consider the 

multifaceted nature of Japanese culture, while assembling research materials and acquiring analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「〈伝承〉をよむ」 

様々な〈伝承〉を取り上げ、丁寧に分析することで、〈伝承〉がどのように発生し、展開していくのか、その諸相を考究する。今学期

は、歴史上の人物に関する〈伝承〉について検討する。いわゆる「文学作品」だけでなく、記録や文書、思想書など、多様な文献を

横断的、通時代的に読み解くことで、〈伝承〉文化の意味を問い直し、日本文学、文化史を立体的に把握するための視座を獲得

する。 

 

Analyzing the Transmission of Legend 

This seminar takes up various denshō legends, and closely analyzes them to investigate the many ways in which they originated 

and developed. This semester will focus on legends about historical figures. We will not only read works considered to be 

"literature," but look at a variety of texts from different time periods, including records, historical sources, and religious texts, 

interrogating the meaning of denshō literature and obtaining a more three-dimensional view of Japanese literature and cultural 

history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「〈伝承〉をよむ」ために 

3. 受講生による発表 1 

4. 受講生による発表 2 

5. 受講生による発表 3 

6. 受講生による発表 4 

7. 受講生による発表 5 

8. 受講生による発表 6 

9. 受講生による発表 7 

10. 受講生による発表 8 

11. 受講生による発表 9 

12. 受講生による発表 10 

13. 受講生による発表 11 

14. まとめ 

 

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

発表に関しては、事前に入念な準備を行い、発表後はそれをもとに最終レポートを作成する。他の受講生の発表に対しては、自

分なりに調査・検討した上でコメントを提出する。 

 

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） 
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授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

・授業に関する情報は、立教時間や Blackboardに掲載するので、受講前に確認すること。 

 

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） 
読者論を学ぼう 

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） 
 

 

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） 

石原千秋『読者はどこにいるか 読者論入門』（河出文庫）をテキストに、読者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 Chiaki Ishihara "Where are the readers? Introduction to reader theory" (Kawade Bunko), students will learn about basic 

concept in reader theory 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. イントロダクション（読者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 読者がいない読書 

3. 第二章 なぜ読者が問題となったのか 

4. 第三章 近代読者の誕生 

5. 第四章 リアリズム小説と読者 

6. 第五章 読者にできる仕事 

7. 第六章 語り手という代理人 

8. 第七章 性別のある読者 

9. 第八章 近代文学は終わらない 

10. 第九章 主人公の誕生 

11. 第一〇章 「女性」を発見した近代小説 

12. 討議 読者論の可能性１ 

13. 討議 読者論の可能性２ 

14. まとめ 

 

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

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. 石原千秋、2021、『読者はどこにいるか 読者論入門』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-41829-2) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
近代文学研究の実践（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。 

 

Students will read and interpret texts from the perspectives of problem organization, annotation, and textual analysis, will 

acquire methods and knowledge related to literary research, and will write research papers on their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

５限・６限の時間を利用して演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、１時間程度の発表を行ったあと、その内容

をめぐって２時間にわたる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前

提として発表してもらう。 

 

Classes will be held in seminar format using the 5th and 6th hours. In every session, the presenter will prepare an outline and 

give a presentation of about 1 hour, after which the class will discuss the content for 2 hours. Presenters will designate texts 

according to their own research themes, and will give presentations that will be presumably put into print in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 発表３ 

5. 発表４ 

6. 発表５ 

7. 発表６ 

8. 発表７ 

9. 発表８ 

10. 発表９ 

11. 発表１０ 

12. 発表１１ 

13. 発表１２ 

14. 発表１３ 

 

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

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

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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■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） 
日本近現代文学における故郷の表象 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近現代文学において、故郷がいかに表象されてきたか、あるいはそれがいかに不可能であったかを理解する。 

 

This course introduces how the homeland has been represented in modern and contemporary Japanese literature, and how it 

has been impossible to do so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

故郷をテーマとして、この問題を考えるための基本的な概念を学びつつ、文学テクストを読解する。 

また、履修者の口頭発表のスキルや個別の研究の進め方に関して議論、指導を行う。 

対象となるテクストは明治期に発表されたものから現代文学までに至る。さらに、故郷を考えるうえでは「中央と地方」という社会

の構造的な問題が深く関わり、歴史学や社会学の知見を参照しながらそれらに対する理解を涵養することも求められる。 

 

This course deals with the basic concepts for thinking about how modern and contemporary Japanese literature has expressed 

the homeland. 

It also enhances the development of students’ skill in making oral presentation and self-regulated learning. 

The texts covered will range from those published in the Meiji period to contemporary literature. In addition, in thinking about 

the homeland, the structural issues of society, such as "central and local," are deeply involved, and it is necessary to cultivate 

an understanding of these issues by referring to the findings of history and sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文学テクストと先行研究の講読 

3. 文学テクストと先行研究の講読 

4. 文学テクストと先行研究の講読 

5. 発表 1 

6. 発表 2 

7. 発表 3 

8. 発表 4 

9. 発表 5 

10. 発表 6 

11. 発表 7 

12. 発表 8 

13. 発表 9 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録後に Blackborad上で履修者に対して行う。 

予習としては次回以降の授業で取り上げられる文学テクストや各種資料を読了する作業がこれに該当する。復習に該当するもの

としては、自身が発表した場合は授業時の質疑応答の内容等をふまえ、考察をブラッシュアップすることが挙げられる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業への積極的な参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリント等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 



 - 246 - 

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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■JG170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG170／日本文学研究 ２Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG304 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを、目標とする。 

 

Students will acquire knowledge about Japanese classic works (wahon), and will learn to handle these works properly, 

gain and discover required information from the classic works (bibliographic surveying), 

and become able to accurately convey the information to others (survey research reporting). 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、 

息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

Students will learn about Japanese classic works (wahon and wakosho) before the Edo period. 

 

At an object, a book appears to say nothing at first glance. 

In truth, however, it speaks garrulously about many things. 

Anyone can listen to or hear its voice. 

However, that voice is also something that can be heard only by those who open their ears and try to listen. 

  

But if one does listen to and follow that voice, 

things will come into view that had been in front of the listener, unseen, all long. 

 

This means not only coming to understand the book as an object, but also becoming able to more deeply understand its 

content. 

  

In the end, the course hopes to deepen understanding to the point that one can feel the breath of books and the people who 

have conveyed them until now. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 書物の成立 序・跋文（講義） 

3. 書物の伝来 奥書・識語 その１（講義） 

4. 書物の伝来 奥書・識語 その２（講義・演習） 
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5. 図書館・文庫について① （講義） 

6. 図書館・文庫について② （演習） 

7. 図書館・文庫について③ （講義） 

8. 図書館・文庫について④ （演習） 

9. 諸本と伝本 ① （講義） 

10. 諸本と伝本 ② （演習） 

11. 諸本と伝本 ③ （講義） 

12. 諸本と伝本 ④ （演習） 

13. 古筆切と手鑑 （講義・演習） 

14. 古筆切と短冊 （講義・演習） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい、 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/演習への取り組み(50%)/講義での質問等の発言(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG172／日本文学研究 ４Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈ポストヒューマン〉の文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 貴志(FUJII TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新しい人文学の課題となる〈ポストヒューマン〉についての理解を深め、近現代文学の解釈実践に接続することを目標とする。 

 

Students will deepen their understanding of "posthuman", which is a new issue of humanities, and acquire the ability to connect 

to the interpretation practice of modern and contemporary literature.  

 

授業の内容（Course Contents） 

〈ポストヒューマン〉という概念のもとに近現代文学を読み直す。キーワードは、人新世、ポスト人間中心主義、ワンヘルス、マルチ

スピーシーズ、食物連鎖、反出生主義などである。 

 

Reread modern and contemporary literature under the concept of "posthuman". Keywords include Anthropocene, post 

anthropocentrism, one health, multi-species, food chain, and antinatalism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 〈ポストヒューマン〉概念の概説（講義） 

3. 〈ポストヒューマン〉概念で読み直す日本近現代文学①人新世（講義） 

4. 〈ポストヒューマン〉概念で読み直す日本近現代文学②食物連鎖（講義） 

5. 〈ポストヒューマン〉概念で読み直す日本近現代文学③ワンヘルス（講義） 

6. 〈ポストヒューマン〉概念で読み直す日本近現代文学④反出生主義（講義） 

7. 武田泰淳「ひかりごけ」①（学生による研究発表１） 

8. 武田泰淳「ひかりごけ」②（学生による研究発表２） 

9. 安部公房『第四間氷期』①（学生による研究発表３） 

10. 安部公房『第四間氷期』②（学生による研究発表４） 

11. 三島由紀夫『美しい星』①（学生による研究発表５） 

12. 三島由紀夫『美しい星』②（学生による研究発表６） 

13. 川上未映子『乳と卵』（学生による研究発表７） 

14. 川上未映子『夏物語』（学生による研究発表８） 

 

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

授業で扱う作品については事前に読み、理解を深めること。自分が担当する作品について、先行研究を踏まえた上での独自性を

明確に示すことができるように準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各自１回の研究発表(40%)/発表担当回以外の討議への参加(30%)/講義時に数回提出するリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安部公房、1970、『第四間氷期』、新潮社 (ISBN:978 ｰ 4101121055) 

テキストは配布するものと各自で用意してもらうものがある。扱う作品については授業内で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ロージ・ブライドッティ、2019、『ポストヒューマン 新しい人文学に向けて』、フィルムアート社 (ISBN:978 ｰ 4845917259) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

家永 香織(IENAGA KAORI) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG310 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

This is a self-directed course for acquiring thorough knowledge and understanding of diverse methods and viewpoints for 

research into Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

As a student-led self-directed course, the course will organize projects such as exercises, surveys, or reading sessions under 

clear themes and awareness of issues. Students will receive guidance and advice from the instructor in line with their themes, 

focused on the self-directed activities of all participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 
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注意事項（Notice） 
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■JG174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG174／日本文学研究 ６Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貫戦期の日本文学研究：日中戦争・太平洋戦争・占領期・文化冷戦期の表現 

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：PG312 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１９３０年代から１９６０年代にかけての日本近代文学の変容を考察する 

 

Studying the transformation of modern Japanese literature from the 1930s to the 1960s 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９３０年前後から１９６０年前後にかけての日本近代文学の変容を、「貫戦期」の日本文学という視角から連続的に分析する。 

受講生の研究発表とコメント、ディスカッションにより進行する。 

 

The transformation of Japanese modern literature from around 1930 to 1960 will be continuously analyzed from the perspective 

of Japanese literature of the "trans-war regime".  

The course will proceed with presentations, comments, and discussions by the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. モデル発表 

3. 受講生による研究発表 

4. 受講生による研究発表 

5. 受講生による研究発表 

6. 受講生による研究発表 

7. 受講生による研究発表 

8. 受講生による研究発表 

9. 受講生による研究発表 

10. 受講生による研究発表 

11. 受講生による研究発表 

12. 受講生による研究発表 

13. 受講生による研究発表 

14. まとめ 

 

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

各自の論文執筆の課題とすり合わせつつ、調査研究を行い、発表レジュメを作成する。 

授業時のコメントおよびディスカッションの成果をとりこんで、期末レポートを執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表、プレゼンテーション、ディスカッション(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

松本清張「黒地の絵」、太宰治「トカトントン」、大岡昇平「武蔵野夫人」、安岡章太郎「海辺の光景」、小島信夫「抱擁家族」、島尾

敏雄「死の棘」など 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎賢子他共編著、2009、『占領期雑誌資料大系』、岩波書店 (ISBN:4000282468) 

2. 川崎賢子他共編著、2007、『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を務める 20 世紀メディア研究所のホームページです。 

https://www.waseda.jp/prj-m20th/ 
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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） 

JJ110「現代文明学演習３」との併置科目 

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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演習形式。基本的に一回ごとに担当者を決め、所定の内容を報告してもらう。 

最終レポートについては採点終了後に個別にフィードバックする。 

資料共有等のため Blackboardを使う可能性がある。 

 

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） 
翻訳語の研究 Study of translated words 

担当者名 

（Instructor） 
舒 志田(SHU ZHITIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG352 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳語がいかに成立したのか、またその後の定着及び意味変化などをも考察し、蘭学勃興以来の翻訳語彙の歴史を垣間見てい

きます。 

 

We will take a glimpse of the history of the translated vocabulary since the rise of Dutch studies, considering how the translated 

words were established, and their subsequent establishment and change in meaning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

柳父章『翻訳語成立事情』を読み進みます。その過程で、個別の事象や問題点を見つけ出して、受講者にそれぞれの考えをまと

めてもらうようにしていきます。 

 

Continue reading Akira Yanabu's "Translated Words". In the process, we will find out individual events and problems and ask the 

students to summarize their thoughts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

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） 

予習：演習担当者はできるだけ一次資料を調査して、丹念に準備を行ってください。演習資料はレジュメをつけて見やすく作成し

てください。担当者以外の受講生も共通の資料を読んでおいて、基礎的な知識を共有しながら、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. 柳父章、1982、『翻訳語成立事情』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 陳力衛、2019、『近代知の翻訳と伝播：漢語を媒介に』、三省堂 

2. 丸山真男・加藤周一、1998、『翻訳と日本の近代』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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受講者と相談の上、授業内容（読み進める書籍や論文など）を変更することがあります。  

 

注意事項（Notice） 
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■JG183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG183／日本語学研究 ２Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG354 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、古文が読めるようになり、日本語文法の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。教科書中の用例を参照しつつ、担当者の興味に応じ

て古典文法と現代語文法の差異にも視野を広げる予定である。この学期ではテキストの１９講から２３講を取り上げる計画であ

る。ただし、受講生のメンバーによってはテキスト第１講からと変更する場合もある。 

 

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. 準体句 

3. 同格構文 

4. 特殊な準体句 

5. 主格・目的格の格助詞の非表示 

6. 格の代換 

7. 副助詞・係助詞による格の内包 

8. 無助詞名詞 

9. 句の名詞への圧縮 

10. 複数表示 

11. 名詞の並立 

12. 副助詞 

13. 係り結び 

14. まとめ－古典文法と現代語文法 

 

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。

この科目は授業中の学修だけが重要ではなく、授業内容を踏まえて実際に古文が読めることが重要である。そのため類例を探

すために古文、また現代語に潜んでいる古典文法の語法を意識することに心がけること。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス近・現代詩講読 

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） 

フランスの近・現代詩の主要作品を取り上げて，音韻的側面に注目しながら読解する。 

 

Students will read major works of modern and contemporary French poetry, paying attention to the phonetic aspects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス詩はボードレール（Charles Baudelaire, 1821-1867）やランボー（Arthur Rimbaud, 1854-1891）以降，内容的にも形式的に

も大きな変化を遂げた。古典的な韻文の定型から解放された自由詩や散文詩が多数生まれる。同時に，現代人の複雑な内面を

反映して詩想も多様化する。この授業ではそうした近・現代詩人たちによる主要作品を横断的に取り上げ，とりわけ詩の音韻的

側面や形式が作品の内容とどう響き合っているか否かに注目しながら分析していく。 

まずはフランスの伝統的な詩型を概観し，音節の数え方や韻の踏み方等の基礎を押さえる。その後，具体的な作品を分析・読解

していく。 

 

Since Charles Baudelaire (1821-1867) and Arthur Rimbaud (1854-1891), French poetry has undergone major changes in both 

content and form. Many free verse and prose poems were born, free from the classical rhyme scheme. At the same time, poetic 

ideas have diversified to reflect the complex inner life of modern people. In this class, students will take up major works by such 

modern and contemporary poets and analyze them, paying particular attention to the phonetic aspects of the poems and how 

the form resonates with the content of the works. 

Students will begin with an overview of traditional French poetic forms, and the basics of syllable counting and rhyme scheme. 

After that, they will analyze and read specific works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 詩法の基礎 

3. Baudelaire 

4. Baudelaire 

5. Verlaine 

6. Verlaine 

7. Rimbaud 

8. Rimbaud 

9. Mallarmé 

10. Mallarmé 

11. Apollinaire 

12. Bonnefoy 

13. Bonnefoy 

14. Delmaire 

 

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） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 鈴木信太郎、2008、『フランス詩法（上）』、白水社 (ISBN:978-4560003473) 

2. 鈴木信太郎、2008、『フランス詩法（下）』、白水社 (ISBN:978-4560003480) 

 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業への参加度（口頭発表や質疑応答）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水茂編・訳、1993 年、『イヴ・ボヌフォワ詩集』、小沢書店 (ISBN:ISBN978-4755140037) 

2. 阿部良雄他訳、2002 年、『ありそうもないこと－存在の詩学』、現代思潮社 (ISBN:ISBN978-4329010148) 

3. 小倉和子、2003 年、『フランス現代詩の風景』、立教大学出版会 (ISBN:ISBN978-4901988018) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
歴史と文学：ユダヤ系フランス人の幼年時代と集団的記憶 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

１）フランス語原文の読解力を高める 

２）20 世紀のユダヤ系フランス語文学について知る 

３）自伝研究の論点を理解する 

 

1) Improve reading comprehension of the original French text  

2) Learn about 20th century Jewish French literature  

3) Understand the issues of autobiographical study 

 

授業の内容（Course Contents） 

証言文学の分野の表現の革新をめざしたジャンルを取り上げ、その主題と方法を明らかにし、最近の評価を検討する。20 世紀の

歴史と個人史の重層的関係に注目する。具体的にはピエール・パシェ Pierre Pachet『父の自伝』（Autobiographie de mon père, 

1987）原文を抜粋して精読し、参考までにモディアノ『血統書』、ペレック『W あるいは幼年時代の物語』を取り上げて、移民、言語

習得、ナチ占領下のユダヤ人弾圧など一般的・社会学的な事象と個人史の表現を分析する。 

 

Among the testimonial literature, we will take up the genre that aims to innovate the expression in this field, clarify the subject 

and method, and examine the recent evaluation. Focus on the multilayered relationship between 20th century history and 

personal history. Specifically, Pierre Pachet's "Father's Autobiography" (Autobiographie de mon père) is excerpted and carefully 

read, and for reference, Modiano's "Pedigree" and Perec's "W or Childhood Story" are taken up, to analyze general and 

sociological events such as immigration, language acquisition, and crackdown on Jews under Nazi occupation and expressions of 

personal history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ヨーロッパのユダヤ人にとっての 20 世紀 

2. サロート『子ども時代』読解（１）世紀転換期のロシア系移民 

3. サロート『子ども時代』読解（２）公立小学校と少女の名前 

4. ペレック『W あるいは幼年時代の物語』（１）1930 年代のポーランド系移民 

5. ペレック『W あるいは幼年時代の物語』（２）謎の文字と避難生活 

6. モディアノ『血統書』（１）ナチ占領下のユダヤ系無国籍者 

7. モディアノ『血統書』（２）父親との精神的和解 

8. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（１）仮構された他者の自伝 

9. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（２）オデッサ、ストラスブール（ドイツ領、マルセイユ 

10. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（３）フランスへの憧れと現実 

11. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（４）二つの世界大戦 

12. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（５）避難生活 

13. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（６）アルツハイマー発症、父と子 

14. まとめ 

 

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

原文の下調べをする予習と、授業中に出された課題について調べ、考える復習が、口頭発表とそのミニレポート、そして期末レポ

ートに結実するだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

パシェ『父の自伝』Autobiographie de mon père, 1987 は、抜粋をプリント配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. ペレック、1995、『W あるいは子供の頃の思い出』、人文書院 (ISBN:4409130226) 

2. サロート、2020、『子供時代』、幻戯書房 (ISBN:4864882029) 

3. ジョルジョ・アガンベン、2007、『幼児期と歴史 経験の破壊と歴史の起源』、岩波書店 

4. パトリック・もディアノ、2015、『エトワール広場／夜のロンド』、作品社 (ISBN:4861825520) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH162／フランス文学特殊研究 １Ｂ 

(Study in French Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史と文学：植民地の現地人女性の自画像 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）フランス語原文の読解力を高める 

２）マグレブ文学研究の現在を知る 

３）自伝研究の論点を理解する 

４）口頭発表を、コメント、討議を経てレポートにつなげる 

 

1) Improve reading comprehension of the original French text  

2) Know the current state of Maghreb literary research  

3) Understand the issues of autobiographical study  

4) Connect oral presentations to reports through comments and discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自身が歴史家でありアルジェリア女性作家として初めてアカデミーフランセーズに入会したアシア・ジェバールによる自伝的物語

『愛、ファンタジア』（1985）を講読し、フランス植民地の近現代史と女性の自己実現を重要な主題とする成長物語との関連につい

て議論する。 

 

Cloth reading of the autobiographical story "L'Amour, Fantasia" by Assia Djebar, who is a historian and the first female writer of 

Algeria to join the Academy Francaise. Discuss the relationship with a growth story that focuses on the modern history of the 

French colony and the self-realization of women. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マグレブ文学研究の現在 ナジェ・ハッダによるまとめ 

2. アルジェリア作家１ カメル・ダウドの続『異邦人』 

3. アルジェリア作家２ サリム・バシによるカミュの伝記小説 

4. ジェバール『愛、ファンタジア』講読１ 父と娘 

5. ジェバール『愛、ファンタジア』講読２ 学校とモスク 

6. ジェバール『愛、ファンタジア』講読３ 史料と小説１ 

7. ジェバール『愛、ファンタジア』講読４ 史料と小説２ 

8. ジェバール『愛、ファンタジア』講読５ 歴史叙述と小説 

9. ジェバール『愛、ファンタジア』講読６ 地方色（ローカルカラー） 

10. ジェバール『愛、ファンタジア』講読７ アルジェリア戦争 

11. ジェバール『愛、ファンタジア』講読８ ナショナリズムと女性 

12. ジェバール『愛、ファンタジア』講読９ 込められたメッセージ 

13. 口頭発表 

口頭発表とコメント 

14. まとめ 

 

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

原文の下調べをする予習と、授業中に出された課題について調べ、考える復習が、口頭発表とそのミニレポート、そして期末レポ

ートに結実するだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Assia Djebar, L’Amour, la Fantasia, poche の抜粋をコピー配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. アシア・ジェバール、2011、『愛、ファンタジア』、みすず書房 (ISBN:4622075954) 

2. カメル・ダウド、2019、『ムルソー対抗調査』、水声社 (ISBN:4801002439) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 267 - 

■JH163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH163／フランス文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in French Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説と批評を読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀フランス文学を代表する小説や批評を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないながら、修士論文を書くうえで役

に立つ文学研究の方法論を習得する。 

 

Students will read French text carefully and learn about methodology of literature research that will help them to write their 

graduate thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の小説の抜粋や研究論文を読みながら、フランス文学の原典を分析し論じるためのコツを身につけてもらう。必要に応じ

て、おもにプルースト研究を例にとり、伝記研究、テーマ批評、ナラトロジー（物語の技法論）、脱構築、表象文化史的アプローチ、

ディスクール分析、草稿研究（生成批評）など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法

を、受講者自身の研究対象に応用する機会にもしたい。 

今学期は、文学作品における笑いの問題（とりわけプルーストのユーモア）をとりあげる予定。 

 

Students will learn how to analyze and discuss literary texts in French.  

Students will apply reading technique they have learnt on their research subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JH164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH164／フランス文学特殊研究 ２Ｂ 

(Study in French Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説と批評を読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
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） 

20 世紀フランス文学を代表する小説や批評を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないながら、修士論文を書くうえで役

に立つ文学研究の方法論を習得する。 

 

Students will read French text carefully and learn about methodology of literature research that will help them to write their 

graduate thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の小説の抜粋や研究論文を読みながら、フランス文学の原典を分析し論じるためのコツを身につけてもらう。必要に応じ

て、おもにプルースト研究を例にとり、伝記研究、テーマ批評、ナラトロジー（物語の技法論）、脱構築、表象文化史的アプローチ、

ディスクール分析、草稿研究（生成批評）など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法

を、受講者自身の研究対象に応用する機会にもしたい。 

今学期は、文学作品における比喩の問題（とりわけプルーストの隠喩、直喩、換喩など）をとりあげる予定。 

 

Students will learn how to analyze and discuss literary texts in French.  

Students will apply reading technique they have learnt on their research subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 270 - 

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)） 

授業の進行に伴って、オンライン利用での授業を数回予定している。詳細は事前に授業内で連絡する。 

 

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） 
フランス十九世紀の詩を読む 

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：PH309 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十九世紀フランスの詩に親しむ。 

 

We will aim to become familiar with French poetry in the nineteenth century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シャルル・ボードレールの『悪の華』（1857）と『パリの憂鬱』（1869）を読む。ボードレールは 19 世紀パリに生きた典型的な都市の

詩人であり、その詩の読解を通して、資本主義勃興期のフランス社会の光と闇を探ることを目指す。同時に、詩の読み方の基礎

を身につける。どの詩を読むかについては、受講生と相談して決めるので、なるべく積極的に参加してほしい。 

 

We will read Charles Baudelaire's "Les Fleurs du mal" and "Le Spleen de Paris". Baudelaire is a typical urban poet who lived in 

Paris in the 19th century. We will explore the light and darkness of French society during the rise of capitalism through reading 

comprehension of the poem. At the same time, we will acquire the basics of how to read poetry. We will consult with the 

students to decide which poem to read, so please participate as actively as possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

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

授業ではいくつかの詩編しか扱わないが、翻訳を使ってもかまわないので、なるべく自分で作品全体を読むようにしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期中に海外出張の予定があるため、全授業回のうち 2 回のみオンライン実施の可能性あり。詳細は立教時間で指示する。 

 

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） 
フランス学（フランス文学・文化）研究の方法論 

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） 
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・文化研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。 

 

Students will learn literature research methods required to write their graduate thesis. Students will read French texts carefully. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学・文化（政治）研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、受講生の関心とレ

ベルに合わせて具体的な訓練を行い、学生自身による研究発表も行う。 

あわせて、実際のフランス語のテキスト（作品）をもとに、さまざまな読解（解釈）の「方法」を学び、それらの「方法」をもちいて学生

自身が各自テクスト分析を行う。 

 

Students will be introduced to methods to select subjects, research literatures, and compose thesis, which are required in 

French literature research. Students will receive specific training according to their interests and levels and make their own 

presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学・文化研究の方法論１ 

3. 文学・文化研究の方法論２ 

4. 文学・文化研究の方法論３ 

5. 分析の実践① 

6. 分析の実践② 

7. 分析の実践③ 

8. 分析の実践④ 

9. 分析の実践⑤ 

10. 分析の実践⑥ 

11. 分析の実践⑦ 

12. 分析の実践⑧ 

13. 分析の実践⑨ 

14. まとめ 

 

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

学生と相談しながら進度、内容を決める。各自の研究テーマについては精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

フランス学、フランス研究は転換点にある。オンラインデータベース、海外研究機関が公開しているさまざまな情報、とりわけ英語

情報などを一緒に「体験」していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テクスト理解度(20%)/小課題(30%)/報告(20%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

分量が多いので授業内で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

分量が多いので授業内で説明する。 
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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） 
フランス学（フランス文学・文化）研究の方法論 

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） 
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・文化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・文化（あるいは政治）研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、具体的な

訓練を行う。春学期に扱った作品のほか、他の時代のテクストを取り上げ、学んだ「方法」をもちいて精読を行う。あわせてフラン

スの政治、文化、芸術や歴史についても同様の作業を行う。 

学生による各自の研究テーマの簡単な発表も予定している。 

 

Students will be introduced to methods to select subjects, research literatures, and compose thesis, while receiving specific 

training. In addition to works introduced in the spring semester, students will select and read carefully several texts of other 

centuries. At the same time, students will be introduced to background French culture and history. 

Students will also make simple presentations on their research subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 分析の実践① 

3. 分析の実践② 

4. 分析の実践③ 

5. 分析の実践④ 

6. 分析の実践⑤ 

7. 分析の実践⑥ 

8. 分析の実践⑦ 

9. 分析の実践⑧ 

10. 分析の実践⑨ 

11. 分析の実践⑩ 

12. 分析の実践⑪ 

13. 分析の実践⑫ 

14. まとめ 

 

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

学生と相談しながら進度、内容を決める。各自の研究テーマについては精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

フランス学、フランス研究は転換点にある。オンラインデータベース、海外研究機関が公開しているさまざまな情報、とりわけ英語

情報などを一緒に「体験」していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テクスト理解度(20%)/小課題(30%)/報告(20%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

分量が多いので授業内で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

分量が多いので授業内で説明する。 
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注意事項（Notice） 
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■JH191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH191／フランス語学演習１Ａ 

(Seminar in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ecriture académique en français (I) 

担当者名 

（Instructor） 
グロワザール(GROISARD JOCELYN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、フランス語作文（dissertation）の方法を習得することである。学習を通じて、口頭発表の準備の仕方、小論文の構想

のまとめ方、小論文の執筆技法といった実践的な能力が得られる。 

 

In this class, you will learn a specific writing technique in French called "dissertation". In the process, you will also practice the 

techniques of oral exposition, paper composition, and text redaction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業での学習を通じて、論理的に構築された文章をフランス語で執筆する能力を発展させる。的確な論理にもとづいて自分

の考えを明瞭に述べる練習が行われる。 

また、十分に練られた筋道（問題の提示、議論の展開、結論）に即して自分の考えを構成して文章を作成する。 

本演習での学習はフランス語作文の技法を習得するのに役立つが、より広義には、自分の考えを表現するためにフランス語で書

き表わす能力全般の訓練になる。 

 

Thanks to this class, you will develop your ability to write texts in French with a firm logical structure. This will improve your 

general capacity to express yourselves in a logical way. 

Besides, you will also enhance your linguistic level in French by practicing various exercices of oral exposition, reading, and 

writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「dissertation」とは何か 

2. 自分の考えを表現する 

3. 自分の考えを根拠づける 

4. 適切な例を示す 

5. 作文の構成法 I : 文章の構想 

6. 作文の構成法 II ：構想の種類の例 

7. 導入部の書き方 I : 主題の提示 

8. 導入部の書き方 II : 主題の問題化 

9. 導入部の書き方 III : 筋書の告知 

10. 議論のつなげ方 

11. 結論の書き方 I : 自分の考えを要約する 

12. 結論の書き方 II : 肝心な考えに注目させる 

13. つづり・文法の確認の方法 

14. 執筆した作文の講評 

 

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

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表(30%)/宿題(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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対面授業の頻繁は未定。感染状況や大学の指示に応じて決定し、毎週、授業方法を履修者に予めご報告します。 

 

注意事項（Notice） 
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■JH192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH192／フランス語学演習１Ｂ 

(Seminar in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ecriture académique en français (II) 

担当者名 

（Instructor） 
グロワザール(GROISARD JOCELYN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、フランス語作文（dissertation）の方法を習得することである。学習を通じて、口頭発表の準備の仕方、小論文の構想

のまとめ方、小論文の執筆技法といった実践的な能力が得られる。 

 

In this class, you will learn a specific writing technique in French called "dissertation". In the process, you will also practice the 

techniques of oral exposition, paper composition, and text redaction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業での学習を通じて、論理的に構築された文章をフランス語で執筆する能力を発展させる。的確な論理にもとづいて自分

の考えを明瞭に述べる練習が行われる。 

また、十分に練られた筋道（問題の提示、議論の展開、結論）に即して自分の考えを構成して文章を作成する。 

本演習での学習はフランス語作文の技法を習得するのに役立つが、より広義には、自分の考えを表現するためにフランス語で書

き表わす能力全般の訓練になる。 

 

Thanks to this class, you will develop your ability to write texts in French with a firm logical structure. This will improve your 

general capacity to express yourselves in a logical way. 

Besides, you will also enhance your linguistic level in French by practicing various exercices of oral exposition, reading, and 

writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「dissertation」とは何か 

2. 自分の考えを表現する 

3. 自分の考えを根拠づける 

4. 適切な例を示す 

5. 作文の構成法 I : 文章の構想 

6. 作文の構成法 II ：構想の種類の例 

7. 導入部の書き方 I : 主題の提示 

8. 導入部の書き方 II : 主題の問題化 

9. 導入部の書き方 III : 筋書の告知 

10. 議論のつなげ方 

11. 結論の書き方 I : 自分の考えを要約する 

12. 結論の書き方 II : 肝心な考えに注目させる 

13. つづり・文法の確認の方法 

14. 執筆した作文の講評 

 

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

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表(30%)/宿題(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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対面授業の頻繁は未定。感染状況や大学の指示に応じて決定し、毎週、授業方法を履修者に予めご報告します。 

 

注意事項（Notice） 
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■JH195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH195／フランス語学演習３Ａ 

(Seminar in the French Language 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Entraînement à diverses formes d'expression académique en français 

担当者名 

（Instructor） 
カンタン(QUENTIN CORINNE) 

学期 

（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） 

Améliorer l'expression écrite et orale française en contexte académique.  

 

Progress in French written and oral expression in an academic context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Pratique de l'exposé oral et écrit d'une recherche académique, exercices sur la base d'exemples concrets, en relation avec la 

recherche de chaque étudiant. 

 

Practice of oral and written presentation of an academic research, exercices based on concrete examples related to the 

research of each student.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Définir sa recherche 1 : objet 

2. Définir sa recherche 2 : corpus 

3. Rédiger un plan 

4. Présentation de la thèse : exercice 1 

5. Présentation de la thèse : exercice 2 

6. Présentation de l'anti-thèse : exercice 1 

7. Présentation de l'anti-thèse : exercice 2 

8. Présentation de la synthèse : exercice 1 

9. Présentation de la synthèse : exercice 2 

10. Ecrire une conclusion : exercice 1 

11. Ecrire une conclusion : exercice 2 

12. Pratique du résumé : exercice 1 

13. Exposé de fin de semestre 1 

14. Exposé de fin de semestre 2 

 

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

Devoirs hebdomadaires : lecture de textes de référence en français, exercices d'écriture, thème ou traduction, court exposé oral 

à préparer etc. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Every week homework(30%)/Presentation in class(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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■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 à diverses formes d'expression académique en français 

担当者名 

（Instructor） 
カンタン(QUENTIN CORINNE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Améliorer l'expression écrite et orale française en contexte académique.  

 

Progress in French written and oral expression in an academic context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Pratique de l'exposé oral et écrit d'une recherche académique, exercices sur la base d'exemples concrets, en relation avec la 

recherche de chaque étudiant. 

 

Practice of oral and written presentation of an academic research, exercices based on concrete examples related to the 

research of each student.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Révision des travaux du 1er semestre 1 

2. Révision des travaux du 1er semestre 2 

3. Pratique de la rédaction d'un argument 1 

4. Pratique de la rédaction d'un argument 2 

5. Pratique de l'exposé oral d'un argument 1 

6. Pratique de l'exposé oral d'un argument 2 

7. Pratique de l'exposé oral d'une contre-argumentation 1 

8. Pratique de l'exposé oral d'une contre-argumentation 2 

9. Pratique de l'exposé oral d'une contre-argumentation 3 

10. Débat 1 

11. Débat 2 

12. Exposé de fin de semestre 1 

13. Exposé de fin de semestre 2 

14. Exposé de fin de semestre 3 

 

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

Devoirs hebdomadaires : lecture de textes de référence en français, exercices d'écriture, thème ou traduction, court exposé oral 

à préparer etc. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Every week home work(30%)/Presentation in class(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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■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） 
クライストを読む 

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） 
JJ142「言語多文化学演習４」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、18 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 18th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

クライストの短編小説『チリの地震』を講読する。精読しながら、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 Kleist's "Das Erdbeben von Chili". While close reading and summarizing, students will develop German reading 

comprehension and think about various interpretation possibilities. 

Participation of undergraduate students is also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論（1） 

3. テクスト読解と議論（2） 

4. テクスト読解と議論（3） 

5. テクスト読解と議論（4） 

6. テクスト読解と議論（5） 

7. テクスト読解と議論（6） 

8. テクスト読解と議論（7） 

9. テクスト読解と議論（8） 

10. テクスト読解と議論（9） 

11. テクスト読解と議論（10） 

12. テクスト読解と議論（11） 

13. テクスト読解と議論（12） 

14. テクスト読解と議論（13） 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布するが、詳細はガイダンス時に説明する。翻訳を予め通読しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JI155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI155／ドイツ文学特殊研究２Ｂ 

(Study in German Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ハンナ・アーレントを読む 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、18 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 18th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ハンナ・アーレントの著作（主にエッセイや短い論文、講演など）をドイツ語の抜粋で講読する。精読と要約を繰り返しながら、ドイ

ツ語の読解力を養成し、さまざまな解釈の可能性について考える。取り上げる作品は履修者の要望も勘案する。 

意欲のある学部生の履修も歓迎する。 

 

Students will read Hannah Arendt's work. While close reading and summarizing, students will develop German reading 

comprehension and think about various interpretation possibilities. Students’ requests will also be considered. 

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） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JI156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI156／ドイツ文学特殊研究７Ａ 

(Study in German Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ブレヒトの戯曲の読解を通して，なぜ彼の戯曲が現代でも繰り返し上演されるのか，その魅力を探る。 

 

Students will read carefully Brecht’s dramas to explore their appeals and to understand why these dramas are still played 

repeatedly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ブレヒトの戯曲の中から代表作『肝っ玉おっ母とその子どもたち』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 "Mutter Courage und ihre Kinder", 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. 『肝っ玉おっ母とその子どもたち』の紹介。 

3. 『肝っ玉おっ母とその子どもたち』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） 

 

 



 - 291 - 

■JI157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI157／ドイツ文学特殊研究７Ｂ 

(Study in German Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ブレヒトの戯曲の読解を通して，なぜ彼の戯曲が現代でも繰り返し上演されるのか，その魅力を探る。 

 

Students will read carefully Brecht’s dramas to explore their appeals and to understand why these dramas are still played 

repeatedly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ブレヒトの戯曲の中から代表作『肝っ玉おっ母とその子どもたち』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 "Mutter Courage und ihre Kinder", 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. 『肝っ玉おっ母とその子どもたち』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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■JI158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI158／ドイツ文学特殊研究４Ａ 

(Study in German Literature 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「女性文学」概念をめぐる問題 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 麻子(MIYAZAKI ASAKO) 

学期 

（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） 

「女性性」や「女性像」が文化的構築物として流通していることについて理論的文献を購読することによって理解を深め、議論を行

う。 

 

Students will read some theoretical texts about femininity as cultural constructs and discuss about historical examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Sylvia Bovenschen “Die imaginierte Weiblichkeit.“ (1979)や Judith Butler „Gender Trouble“ (1990)などの研究書から、抜粋を読

んでいく。日本語訳がある文献については、日本語訳を（も）使う。 

 

Students will read excerpts of texts such as Sylvia Bovenschen “Die imaginierte Weiblichkeit.“ (1979) and Judith Butler 

„Gender Trouble“ (1990) among others and discuss about the notion of femininity. Japanese translation (if available) can be also 

used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 問題提起 

2. ビアード『舌を抜かれる女たち』（2017/2020）第 2 部 

3. Weigel „Die Stimme der Medusa“(1995) 1. Vorrede (S.7-10) 

4. 「女性文学」論の例（浅岡泰子 1991、水田宗子 1993 ほか） 

5. Butler „Gender Trouble“ バトラー『ジェンダートラブル』（1990/1999）第 1 章 1-2 

6. Butler „Gender Trouble“ バトラー『ジェンダートラブル』（1990/1999）第 1 章 3  

7. 飯田祐子『彼女たちの文学』（2016）「序章 ＜女性作家＞という枠組み」 

8. Bovenschen „Die imaginierte Weiblichkeit“ ボーヴェンシェン『イメージとしての女性』（1979/2014）II-A 

9. Bovenschen „Die imaginierte Weiblichkeit“ ボーヴェンシェン『イメージとしての女性』（1979/2014） II-C-1, 2 

10. Bovenschen „Die imaginierte Weiblichkeit“ ボーヴェンシェン『イメージとしての女性』（1979/2014）II-C-3 

11. Bovenschen „Die imaginierte Weiblichkeit“ ボーヴェンシェン『イメージとしての女性』（1979/2014） II-C-4, 5 

12. Weigel „Die Stimme der Medusa“(1995) 1.1. Zum Paradox einer Geschichte der Frauen-Literatur 

13. Weigel „Die Stimme der Medusa“(1995) 1.2. Keine Frage ‚Was ist Frauenliteratur‘ – ‚Frauenliteratur‘ als diskursives 

Ereignis 

14. Weigel „Die Stimme der Medusa“(1995) 2. Zur Genese ‚Frauenliteratur‘ (2.1-2) 

 

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

毎回の講読の予習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論への参加(40%)/講読の予習・発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Bovenschen, Silvia. 1979. Die imaginierte Weiblichkeit. Suhrkamp 

2. ジルヴィア・ボーヴェンシェン、2014、『イメージとしての女性』渡邉洋子、田邊玲子（訳）、法政大学出版局 

3. Weigel, Sigrid. 1995. Die Stimme der Medusa: Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von Frauen. tende 
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4. ジュディス・バトラー、1999、『ジェンダートラブル』竹村和子（訳）、青土社 

講読する抜粋の箇所飲み、授業内で配布します。 

興味を深めたい人は書籍を入手しましょう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者の人数などにより、進度を変更する場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■JI159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI159／ドイツ文学特殊研究４Ｂ 

(Study in German Literature 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東ドイツ文化史の中のフェミニズム 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 麻子(MIYAZAKI ASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東ドイツにおけるフェミニズム文化の潮流、およびそれに関連する社会的諸問題について知識を得る。 

 

Students will acquire basic knowledge about feminist culture in the GDR. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will read excerpts of some secondary literature about women in the GDR as well as the important work of “interview 

literatur” by Maxie Wander, “Guten Morgen, Du Schöne!”. 

 

東ドイツの女性についての研究文献ならびに、「インタビュー文学」の重要作品である Maxie Wander “Guten Morgen, Du 

Schöne!”を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 重野純子「旧東ドイツの婦人雑誌とドイツ統一」『ドイツ女性の歩み』（2001）所収 

3. 上野・田中・前『ドイツの見えない壁』（1993）序章、第 4 章「表現への闘い」 

4. 上野・田中・前『ドイツの見えない壁』（1993）第 5 章「家族のゆくえ」 

5. Kaminsky “Frauen in der DDR“ (2016)序章 

6. Kaminsky “Frauen in der DDR“ (2016)S.66-76 

7. Buchholz „Legenden der Gleichberechtigung“ (2015) S.233-243 

8. 映画 Die Legende von Paul und Paula (1973)抜粋と討論 

9. 映画 Solo Sunny (1980)抜粋と討論 

10. Maxie Wander: „Guten Morgen, Du Schöne!“ (1977) 

11. Maxie Wander: „Guten Morgen, Du Schöne!“ (1977) 

12. Maxie Wander: „Guten Morgen, Du Schöne!“ (1977) 

13. Maxie Wander: „Guten Morgen, Du Schöne!“ (1977) 

14. Maxie Wander: „Guten Morgen, Du Schöne!“ (1977) 

 

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

講読の予習は必ず全員がおこなうこと。 

関連テーマについて、研究者による講演（英語またはドイツ語、なるべく字幕つき）の視聴を勧める可能性がある（その場合は動

画リンクを案内する）。 

参加人数およびドイツ語力によって、内容を若干変更する可能性もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の予習、討論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上野・田中・前、1993、『ドイツの見えない壁』、岩波新書 

新書以外の講読用テクストは配布する予定 

 

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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■JI162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI162／ドイツ文学特殊研究１Ａ 

(Study in German Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カロリーネ・シュレーゲルの伝記を読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

カロリーネ・シュレーゲルの伝記を読む 

 

Life of Caroline Schlegel-Schelling 

 

授業の内容（Course Contents） 

ザビーネ・アッペル著『カロリーネ・シュレーゲル―シェリング』（2013 年）に即して、カロリーネの人生を知る。 

 

Focus on the life of Caroline Schlegel-Schelling with Sabine Appel's text.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

2. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

3. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

4. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

5. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

6. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

7. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

8. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

9. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

10. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

11. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

12. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

13. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

14. ドイツ語のテクストを読んで、検討を行う。 

 

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

ドイツ語テクストの予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況と授業内発表(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sabine Appel. 2013. Caroline Schlegel-Schelling. C.H. Beck (ISBN:9783406646263) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI163／ドイツ文学特殊研究１Ｂ 

(Study in German Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ベッティーネ・フォン・アルニムのテクストを読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ベッティーネ・フォン・アルニムのテクストを読む 

 

Read the text of Bettina von Arnim 

 

授業の内容（Course Contents） 

ベッティーネ・フォン・アルニムの報告による、当時のベルリンの貧困を知る 

 

Focus on poverty at Berlin with the text of Bettina von Arnim 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

2. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

3. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

4. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

5. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

6. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

7. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

8. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

9. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

10. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

11. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

12. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

13. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

14. ドイツ語のテクストを読んで検討を行う 

 

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

ドイツ語テクストの予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況と授業内発表(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bettine von Arnim. 2006. Guenderode. Deutscher Klassiker Verlag (ISBN:978-3618680093) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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） 
Till Eulenspiegel. Tradition und Gegenwart einer literarischen Figur. 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Die Studierenden sollen mit der Tradition des Till Eulenspiegel-Stoffes vertraut gemacht werden und die zeitgenössischen 

Adaptionen von Clemens J. Setz und Daniel Kehlmann vor dem Hintergrund der Stoff- und Motivgeschichte analysieren und 

interpretieren.  

 

The students will get a first insight into the tradition of Till Eulenspiegel and analyze the contemporary adaptations by Clemens 

J. Setz and Daniel Kehlmann considering its historical background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Die Geschichte des Till Eulenspiegel stammt aus dem Spätmittelalter und verfügt über eine jahrhundertelange Tradition bis in 

die Gegenwart, etwa in Form von Adaptionen durch Hans Sachs, Hermann Bothe, Richard Strauss, Erich Kästner, Christa Wolf 

und jüngst Daniel Kehlmann bzw. Clemens J. Setz. Im vorliegenden Kurs wird ein Überblick über die historische Entwicklung des 

Eulenspiegelstoffes erarbeitet, um daran anschließend Auszüge aus den aktuellen Texten von Kehlmann und Setz zu 

analysieren.  

 

The story of Till Eulenspiegel dates back to the late Middle Ages and has a centuries-long tradition up to the present, for 

example in the form of adaptations by Hans Sachs, Hermann Bothe, Richard Strauss, Erich Kästner, Christa Wolf and most 

recently Daniel Kehlmann and Clemens J. Setz . In this course, we will give an overview of the historical development of the 

Eulenspiegel tradition and analyze excerpts from contemporary texts by Kehlmann and Setz. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung in die Thematik; Informationen zu Aufbau und Ablauf des Kurses 

2. Die Eulenspiegeltradition vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart 

3. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (1) 

4. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (2) 

5. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (3) 

6. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (4) 

7. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (5) 

8. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (6) 

9. Daniel Kehlmann: Tyll (1) 

10. Daniel Kehlmann: Tyll (2) 

11. Daniel Kehlmann: Tyll (3) 

12. Daniel Kehlmann: Tyll (4) 

13. Filmadaptionen 

14. Referate  

 

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

Textlektüre, Vorbereitung eines Referats  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Hausaufgaben (assignments)(30%)/Mitarbeit, Referat (classroom participation, 

presentation)(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Auszüge werden im Unterricht verteilt; besonders aus:  

Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien. Berlin (Insel) 2015.  

Daniel Kehlmann: Tyll. Roman. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2017. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI170／ドイツ語学特殊研究１Ａ 

(Study in the German Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テキスト精読およびドイツ語でのコメント執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語テキストを精読する。 

 

Students will be able to read German texts precisely. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語論文ないしは著書から毎週一定量を講読する。 

 

Students will read a certain amount of academic  texts every week. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回講読 

2. 第 2 回講読 

3. 第 3 回講読 

4. 第 4 回講読 

5. 第 5 回講読 

6. 第 6 回講読 

7. 第 7 回講読 

8. 第 8 回講読 

9. 第 9 回講読 

10. 第 10 回講読 

11. 第 11 回講読 

12. 第 12 回講読 

13. 第 13 回講読 

14. 第 14 回講読 

 

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

毎回担当分を予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
エルンスト・ブロッホ『希望の原理』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語原典の一次文献および二次文献を正確に、批判的に読む訓練を行う。ドイツ語圏文化研究の分野における研究のフロン

ティアについて知識を習得しつつ、自ら問題設定を行い、自律的な研究活動を遂行する力を養う。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures in German correctly and critically. Students acquire knowledge 

about different research fields and topics in German cultural studies. Through these trainings students will develop the ability to 

carry out their research activities autonomously. 

 

授業の内容（Course Contents） 

エルンスト・ブロッホが主にアメリカ亡命時代に執筆した『希望の原理』（1954-59 年）を読む。ブロッホが記録した、人類史の中の

さまざまなユートピアについて学びつつ、ブロッホ自身の思想と特異な文体についても理解を深める。 

 

Students will read "Das Prinzip Hoffnung" written by Ernst Bloch ( published in 1954-59). While learning about the various 

utopias he recorded in human history, students also gain a deeper understanding of Bloch's own ideas and his unique writing 

style. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、文献の紹介 

2. テクスト読解と議論（1）  

3. テクスト読解と議論（2）  

4. テクスト読解と議論（3）  

5. テクスト読解と議論（4）  

6. テクスト読解と議論（5）  

7. テクスト読解と議論（6）  

8. テクスト読解と議論（7）  

9. テクスト読解と議論（8）  

10. テクスト読解と議論（9）  

11. テクスト読解と議論（10）  

12. テクスト読解と議論（11）  

13. テクスト読解と議論（12）  

14. まとめ 

 

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

毎回担当者を決め、担当者による訳読発表を中心に授業を進めていくが、予習は全員が行う。扱うテクストだけでなく、授業で紹

介する文献も自ら読んでいく積極的な姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表と授業への参加度(60%) 

正当な理由なく 3 回以上欠席した場合は、成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で紹介する。 

 

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） 
エルンスト・ブロッホ『希望の原理』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語原典の一次文献および二次文献を正確に、批判的に読む訓練を行う。ドイツ語圏文化研究の分野における研究のフロン

ティアについて知識を習得しつつ、自ら問題設定を行い、自律的な研究活動を遂行する力を養う。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures in German correctly and critically. Students acquire knowledge 

about different research fields and topics in German cultural studies. Through these trainings students will develop the ability to 

carry out their research activities autonomously. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き、エルンスト・ブロッホが主にアメリカ亡命時代に執筆した『希望の原理』（1954-59 年）を読む。ブロッホが記録

した、人類史の中のさまざまなユートピアについて学びつつ、ブロッホ自身の思想と特異な文体についても理解を深める。 

 

Students will read "Das Prinzip Hoffnung" written by Ernst Bloch ( published in 1954-59). While learning about the various 

utopias he recorded in human history, students also gain a deeper understanding of Bloch's own ideas and his unique writing 

style. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、文献の紹介 

2. テクスト読解と議論（1）  

3. テクスト読解と議論（2）  

4. テクスト読解と議論（3）  

5. テクスト読解と議論（4）  

6. テクスト読解と議論（5）  

7. テクスト読解と議論（6）  

8. テクスト読解と議論（7）  

9. テクスト読解と議論（8）  

10. テクスト読解と議論（9）  

11. テクスト読解と議論（10）  

12. テクスト読解と議論（11）  

13. テクスト読解と議論（12）  

14. まとめ 

 

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

毎回担当者を決め、担当者による訳読発表を中心に授業を進めていくが、予習は全員が行う。扱うテクストだけでなく、授業で紹

介する文献も自ら読んでいく積極的な姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表と授業への参加度(60%) 

正当な理由なく 3 回以上欠席した場合は、成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 304 - 

 

注意事項（Notice） 
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■JI184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI184／ドイツ語教育特殊研究 １Ａ 

(Studies in German Language Teaching 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Wissenschaftliches Schreiben und Sprechen (Deutsch) 

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） 
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） 

Der vorliegende Kurs soll Studierende darauf vorbereiten, in der Zielsprache Deutsch wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen 

und akademische Vorträge zu halten.  

 

This class is designed to prepare students to the principles of academic writing and speaking in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Kurs beinhaltet die Anwendung der Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens in deutschsprachigen Essays und 

Referaten. Im Zentrum stehen die sprachlichen Mittel zur präzisen Formulierung von Hypothesen und Argumenten, der Aufbau 

eines wissenschaftlichen Textes bzw. eines Vortrages sowie allgemein das akademische Fachvokabular und wissenschaftliche 

Phrasen. 

 

The class is an introduction to and application of the principles of academic writing and speaking in German. The course 

focuses on the precise formulation of hypotheses and arguments, the structure of a scientific texts and lectures as well as 

general academic vocabulary and scientific phrases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung in das Thema; Informationen zu Aufbau und Ablauf des Kurses 

2. Wissenschaftliches Schreiben 1 

3. Wissenschaftliches Schreiben 2 

4. Wissenschaftliches Schreiben 3 

5. Wissenschaftliches Schreiben 4 

6. Wissenschaftliches Schreiben 5 

7. Wissenschaftliches Schreiben 6 

8. Wissenschaftliches Sprechen 1 

9. Wissenschaftliches Sprechen 2 

10. Wissenschaftliches Sprechen 3 

11. Wissenschaftliches Sprechen 4 

12. Wissenschaftliches Sprechen 5 

13. Wissenschaftliches Sprechen 6 

14. Zusammenfassung und Ausblick 

 

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

Lesen wissenschaftlicher Texte und Vortragsmanuskripte zur Vorbereitung auf das Seminar, Verfassen von Texten und 

Textbausteinen,  Korrektur und Erweiterung der Texte und Manuskripte.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignments (Hausaufgaben)(30%)/Class Participation (Mitarbeit im Unterricht)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Unterlagen werden im Unterricht verteilt  

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Wissenschaftliches Schreiben und Sprechen (Deutsch) 

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） 
GRL6840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI312 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Der vorliegende Kurs soll Studierende darauf vorbereiten, in der Zielsprache Deutsch wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen 

und akademische Vorträge zu halten. 

 

This class is designed to prepare students to the principles of academic writing and speaking in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Kurs beinhaltet die Anwendung der Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens in deutschsprachigen Essays und 

Referaten. Im Zentrum stehen die sprachlichen Mittel zur präzisen Formulierung von Hypothesen und Argumenten, der Aufbau 

eines wissenschaftlichen Textes bzw. eines Vortrages sowie allgemein das akademische Fachvokabular und wissenschaftliche 

Phrasen. 

 

The class is an introduction to and application of the principles of academic writing and speaking in German. The course 

focuses on the precise formulation of hypotheses and arguments, the structure of a scientific texts and lectures as well as 

general academic vocabulary and scientific phrases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung in das Thema; Informationen zu Aufbau und Ablauf des Kurses 

2. Wissenschaftliches Schreiben 1 

3. Wissenschaftliches Schreiben 2 

4. Wissenschaftliches Schreiben 3 

5. Wissenschaftliches Schreiben 4 

6. Wissenschaftliches Schreiben 5 

7. Wissenschaftliches Schreiben 6 

8. Wissenschaftliches Sprechen 1 

9. Wissenschaftliches Sprechen 2 

10. Wissenschaftliches Sprechen 3 

11. Wissenschaftliches Sprechen 4 

12. Wissenschaftliches Sprechen 5 

13. Wissenschaftliches Sprechen 6 

14. Zusammenfassung und Ausblick 

 

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

Lesen wissenschaftlicher Texte und Vortragsmanuskripte zur Vorbereitung auf das Seminar, Verfassen von Texten und 

Textbausteinen, Korrektur und Erweiterung der Texte und Manuskripte. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignments (Hausaufgaben)(30%)/Class Participation (Mitarbeit im Unterricht)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Unterlagen werden im Unterricht verteilt 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 
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） 
COC5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

２時限連続（隔週開講） 

後期課程用科目コード：PJ301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本専攻独自の幅広い研究方法を身につける。 

 

In this course, students will learn a broad range of research methods unique to this field of study. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に厳しいアカデミッ

クな批評方法を身につける。同時にハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等で通用する実践的な訓

練を行う。具体的には，以下を軸に進める。 

(1)これまでやってきた研究論旨の報告（論文の趣旨と構成，章立ての報告，今後の課題等） 

(2)現在進行中の研究報告（論文の章立てや各章の具体的な趣旨，なにを明らかにするか，あるいはどの点で試行錯誤している

か等），その一部として，修士論文準備段階の人は，自分の研究テーマにとって重要な最近の書籍を１点取り上げ，書評の執筆

を進めてもらう。 

(3)論文執筆の途中経過報告 

どの場合も，報告ではレジュメと同時に，所定の分量の文章化した原稿を配付物とすること。議論の一環として原稿の相互添削

を取り入れる。 

詳細は１回目の授業で説明する。 

 

The goal of this course is for students to grow through working diligently, writing reports and constructively criticizing each 

other’s work. Rather than having them shut themselves away with their research, this course will teach students rigorous 

methods of mutual academic criticism. At the same time, students will learn how to make handouts and write reports, while 

learning how to compose a paper. Students will receive practical training that will come in handy at academic conferences. 

Specifically, this course will cover the following main topics. 

1. Reporting research conducted up until now (the gist and structure of the paper, reporting by section, future topics, etc.) 

2. Report of research currently in progress (Each section of the paper/the specific gist of each section, what does it shed light 

on, or rather which parts proceed via trial and error, etc.). As a part of this, students who are preparing their master’s thesis will 

pick up an important, recent publication relating to their research theme and write a review of it. 

3. Paper writing progress reports 

In each case for the report, along with an outline, students will provide an essay draft of a designated length. As part of course 

discussions, students will look over each other’s drafts. 

Specific details will be explained during the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 授業内情報検索講習会（第２回-1） 

4. 授業内情報検索講習会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1 報告の主な内容としては，『境界を越えて』合評、修士論文中間報告，前期課程 1 年による研究報

告，書評執筆の中間報告を含む。以下同様） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 
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14. 総括（第７回-2） 

 

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

授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物（学術的書評もしくは研究経過報告）(30%) 

提出物の詳細は授業時に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり，「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 

 隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

提出物のうち書評については，立教比較文明学会紀要『境界を越えて』への投稿を想定している。査読をクリアするよう，夏休み

期間中にも引き続きブラッシュアップすることが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ102／現代文明学特殊研究 ２ 

(Research on Contemporary Civilizations 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代哲学・倫理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） 
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・倫理思想の文献読解・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。 

現在のところはまず以下を読み進める予定です。基本的に翻訳を用いますが、原書（フランス語）や他の言語での翻訳版も適宜

参照します。現象学をはじめとする現代哲学から、環境倫理・動物倫理など幅広い領域にまたがって考察を広げる好著です。 

 

コリーヌ・ペリュション『糧 政治的身体の哲学』萌書房、2019 年 

 

その後に、履修者の関心に基づきさまざまなテキストを読んでいきたいと思います。 

 

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 ethical thought. 

 

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%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. コリーヌ・ペリュション、2019、『糧 政治的身体の哲学』、萌書房 (ISBN:978-4860651336) 

テキストの入手方法は初回授業時に指示します 
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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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■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） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 
JC165「東洋史演習３Ａ」との併置科目 

 

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. 東ユーラシア圏域の歴史１ 

3. 東ユーラシア圏域の歴史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. 海域世界と陸域世界 

7. 海域世界と陸域世界 

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） 

1. 弘末雅士、近刊、『岩波講座世界歴史 12 巻』、岩波書店 

 

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） 

マルティン・ハイデガーの遺稿「黒ノート」を読み解き、存在をめぐる解釈学的思考を学ぶとともに、さらにそれを深め、みずから批

判的かつ哲学的に思考しうる力を身につけることをめざす。 

 

In this course, students read Martin Heidegger’s posthumous manuscripts "Black Notebooks" to learn about his hermeneutical 

thoughts about Being. 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） 

「黒ノート」は、1931 年から 1970年までの間、ハイデガーが公刊著作や講義とは別にひそかに書き継いだ遺稿である。そこで

は、当時の時代状況や文化、政治への批判を交えながら、自己存在、そして存在そのものをめぐる解釈学的考察が展開されて

いる。この授業では、主に 1931年から 1941 年までの「黒ノート」を読み解き、存在をめぐる解釈学的思考を学ぶとともに、さらに

それを深め、みずから批判的かつ哲学的に思考しうる力を身につけることをめざす。 

 

"Black Notebooks" are Martin Heidegger's posthumous manuscripts 1931-1970, that he wrote besides published works and 

lectures. In "Black Notebooks" Heidegger explores hermeneutical thinking about his self-beings and Being itself with critique of 

the historical conditions, cultures and politics. In this course, students read Heidegger's "Black Notebooks," mainly on 1931-

1941, learning about hermeneutical thought on Being. 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：ハイデガーの「黒ノート」とは――「遺稿」の解釈は何を意味するか 

2. 「黒ノート」読解①「目配せ×考察Ⅱおよび指示」読解 

3. 「黒ノート」読解②「考察と目配せⅢ」読解 

4. 「黒ノート」読解④「考察Ⅳ」読解 

5. 「黒ノート」読解⑤「考察Ⅴ」読解 

6. 「黒ノート」読解⑥「考察Ⅵ」読解 

7. 「黒ノート」読解⑦「考察Ⅶ」読解 

8. 「黒ノート」読解⑧「考察Ⅷ」読解 

9. 「黒ノート」読解⑨「考察Ⅸ」読解 

10. 「黒ノート」読解⑩「考察Ⅹ」読解 

11. 「黒ノート」読解⑪「考察 XI」読解 

12. 「黒ノート」読解⑫「考察 XII」読解 

13. 「黒ノート」読解⑬「考察 XIII」読解 

14. 「黒ノート」読解⑭「考察 XIV」読解 

 

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

日本語訳および講義資料は事前に配布するので、それらを事前に読んで予習すること。授業後は授業での内容を踏まえて邦訳

および講義資料を再読すること。 

 

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. Martin Heidegger. 2014. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931–1938). Gesamtausgabe Band 94.. Vittorio Klostermann 

(ISBN:978-3-465-03814-6) 

2. Martin Heidegger. 2014. Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39). Gesamtausgabe Band 95.. Vittorio Klostermann 
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(ISBN:978-3-465-03832-0) 

3. Martin Heidegger. 2014. Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939–1941). Gesamtausgabe Band 96.. Vittorio Klostermann 

(ISBN:978-3-465-03838-2) 

日本語訳を基本とし、ドイツ語原書、英訳、仏訳も適宜参照する。日本語訳は毎回事前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. P. Trawny. 2014. Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Vittorio Klostermann 

2. I. Farin and J. Malpas (ed.). 2016. Reading Heidegger's Black Notebooks 1931-1941. MIT Press 
3. A. J. Mitchell and P. Trawny (ed.). 2017. Heidegger's Black Notebooks: Responses to Anti-Semitism. Columbia University 
Press 

4. A. Denker und H. Zaborowski (Hrsg.). 2017. Zur Hermeneutik der „Schwarzen Hefte“: Teilband I (Heidegger-Jahrbuch Bd. 11). 

Karl Alber 
5. A. Denker und H. Zaborowski (Hrsg.). 2020. Jenseits Von Polemik Und Apologie: Die Schwarzen Hefte in Der Diskussion 
(Heidegger-Jahrbuch Bd. 12). Karl Alber 

6. ペーター・トラヴニー＋中田光雄＋齋藤元紀編、2015、『ハイデガー哲学は反ユダヤ主義か――「黒ノート」をめぐる討議』、水

声社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 319 - 

■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） 
JG176「中国文学研究２」との併置科目 

 

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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演習形式。基本的に一回ごとに担当者を決め、所定の内容を報告してもらう。 

最終レポートについては採点終了後に個別にフィードバックする。 

資料共有等のため Blackboardを使う可能性がある。 

 

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) 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 322 - 

■JJ119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ119／文明工学特殊研究 ２ 

(Research on Civilization Technology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
河原 啓子(KAWAHARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

考察力を向上させ、自己の見解を論理的に表現する力を養う。 

 

In this course, students sharpen their analytical skills, fostering the ability to express their views logically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクストを各自が現代的視点を交えながら読解してゆく。自己の感性を大切にしながらオリジナリティのある考察を行う。考察の

過程を受講生の間で共有し、ディスカッションする。受講生のリクエストにも応じる。 

テクスト（コピー配布）：ミシェル・フーコー「これはパイプではない」（岩佐訳、小林、石田、松浦編『フーコー・コレクション３』ちくま学

芸文庫、2006 年。）／多木浩二『「もの」の詩学』（岩波現代文庫、2006 年。）テオドール・Ｗ・アドルノ『不協和音 管理社会におけ

る音楽』（三光、高辻訳、平凡社ライブラリー、1998 年。）／ロラン・バルト「この古きもの、芸術」（沢崎訳『美術論集 アルチンボル

ドからポップ・アートまで』みすず書房、1986 年。） 

 

In this course, students adopt their own modernistic viewpoints by reading various texts. Students share the investigation 

process, engaging in group discussions. 

Text： Michel Foucault Dits et ecrits, Ceci n'est pas une pipe／Theodor W. Adorno Dissonanzen, Musik in der verwalteten Welt 

etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読、プレゼンテーション(1) 

3. 文献講読、プレゼンテーション(2） 

4. 文献講読、プレゼンテーション(3) 

5. 文献講読、プレゼンテーション(4) 

6. 文献講読、プレゼンテーション(5) 

7. 文献講読、プレゼンテーション(6) 

8. 文献講読、プレゼンテーション(7) 

9. 文献講読、プレゼンテーション(8) 

10. 文献講読、プレゼンテーション(9) 

11. 文献講読、プレゼンテーション(10) 

12. 文献講読、プレゼンテーション(11) 

13. 文献講読、プレゼンテーション(12) 

14. 総括 

 

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

自己の研究の充実を目指し、さまざまな文献を読み、考察し、執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(40%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 323 - 

■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） 

JG116「中国文学研究１」との併置科目 

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） 

1. 古田島洋介・湯城吉信、2011、『漢文訓読入門』、明治書院 (ISBN:9784625734007) 

そのほかはプリント・コピーを用意する。 
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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) 

そのほかは適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

考文献輪読は一回ごとに報告担当者を決めて演習形式で行う。 

漢文読解の実践練習は、教室でテキスト内容を解説しつつ、参加者に理解定着のための質問を行い回答を求める。 

最終レポートについては採点終了後に個別にフィードバックする。 

資料共有等のため Blackboardを使う可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ122／文明工学特殊研究 ５ 

(Research on Civilization Technology 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化機関、芸術団体に資する運営と情報デザイン 

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１日（月）、２日（火）、４日（木）、５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: 8/1 (Mon), 8/2 (Tues), 8/4 (Thurs), and 8/5 (Fri). Please note that one should make sure to contact 

the instructor via the staff of Section 1 at the department office for the details before registering for the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アートマネジメントとは何か？ 芸術と商業芸術のマネジメントの違いについて 

2. 非営利のためのアートマネジメント：美術館の場合 

3. 非営利のためのアートマネジメント：オペラ、オーケストラ、バレエについて。組織運営と施設運営の違い 

4. 非営利のためのアートマネジメント：観客を維持し、増やすための教育プログラムについて 

5. 非営利のためのアートマネジメント：予算の成り立ち・・・日米欧の違い 

6. 商業的なアートマネジメント；映画と商業演劇・・・日米欧の違い 

7. 商業的なアートマネジメント；世界各地の映画祭、演劇祭の意味すること 

8. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの I （人材育成） 

9. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの II （配給システム） 

10. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの III （マーケティングとマーチャンダイジング） 

11. 映画産業を支える周辺のシステム：フィルムコミッションの意味するところ 

12. エンタメ産業を支えるファン・ベースト・マーケティングとコンベンション 

13. アートマネジメントに資する情報デザイン：ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

14. アートマネジメントに資する情報デザイン：ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

 

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

必要に応じて授業内で関連 URLを予め告知、コピー資料を配布。都内美術館・博物館での展覧会見学なども行う予定。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終レポート以外の課題(30%)/出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩渕潤子、2014、『ヴァティカンの正体』、筑摩書房 

2. 岩渕潤子、2004、『美術館で愛を語る』、PHP新書 

3. 岩渕潤子、2020、『NY午前０時 美術館は眠らない』、朝日新聞社 

＊夏期集中講義なので設置日程について注意して下さい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

今年の夏期集中講義は今後のコロナの感染状況により、大学の方針に従いますが、一部オンライン(Zoom)で行う可能性があり

ます。履修希望者は事前に岩渕宛にメールでご連絡ください。オンラインでゲストもお招きしての授業の詳細について事前に相談

させていただきます。例年だと美術館などへ赴き、専門家のお話を伺っていますが、専門家のゲストをオンラインで登場して頂き

お話をして頂く可能性があります。学生の皆さんからどんな分野の方の話を聞きたいかご希望があれば、早めにお知らせ下さ

い。授業の開始までに、本科目専門の授業支援ブログサイトを作るので必ず確認するようにして下さい。 

 

注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 1 日（月）、2日（火）、4 日（木）、5 日（金） 1時限～5 時限 

教室：7202 
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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） 
芥川賞から、現代日本文学を理解する 

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９０年代後半に入るため、阪神淡路大震災やオウム真理教事件が背景と

してあることを理解の出発点としたい。 

 

This course aims for students to read works that have won the Akutagawa Prize. Continuing from the spring semester and by 

reading specific works, students read the history of the Akutagawa Prize given to new writers who represent Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

８０年代は大きな変容の時代で、そうした劇的な変化と、社会の動きを両面から捉えたい。 

 

This course aims to help students understand the great changes of the 1970s.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 辻仁成『海峡の光』 

2. 目取真俊『水滴』 

3. 藤沢周『ブエノスアイレス午前零時』 

4. 花村萬月『ゲルマニウムの夜』 

5. 平野啓一郎『日蝕』 

6. 藤野千夜『夏の約束』 

7. 玄月『蔭の棲みか』 

8. 松浦寿輝『花腐し』 

9. 町田康『きれぎれ』 

10. 堀江敏幸『熊の敷石』 

11. 青来有一『聖水』 

12. 玄侑宗久『中陰の花』 

13. 長嶋有『猛スピードで母は』 

14. 吉田修一『パーク・ライフ』 

 

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） 
ベケットとポストヒューマニズム 

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） 
JB155「英文学特殊研究５Ａ」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では現代文学におけるポストヒューマニズムに関して、特にベケットの戯曲や小説を中心に考察する。 

 

In this course, we will consider the questions of posthumanism in contemporary literature in English, particularly Samuel 

Beckett's works.  

 

授業の内容（Course Contents） 

近年,、英語圏の文学研究においてポストヒューマニズムという概念がしばしば持ち出される。一つには、気候変動に関する危機

意識に基づいて、動物や植物を含めた環境という観点から人間中心主義を相対化する機運があり、それが文学研究にも影響し

ていると思われる。この授業では、そのような新しい潮流について、サミュエル・ベケットの戯曲と小説を中心に考えていく。ベケッ

トの新解釈についてと同時にポストヒューマニズムの理論についても学ぶという二兎を追うのが目的である。ベケット以外の作家

についても適宜考察する。 

 

Recently the concept of posthumanism is often discussed in the studies of contemporary literature in English. Behind this trend 

may be the heightened awareness of climate change crisis which induces us to think of the world from the viewpoint of ecology, 

criticizing the traditional view of the world with the human as its center.  In this course, we will study this trend particularly in 

relation to Samuel Beckett's works, since in Beckett studies this new trend is remarkably thriving. We aim to study both 

Beckett's works and the theories related to posthumanism. We may also deal with other authors than Beckett. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Beckett and posthumanism イントロダクション 

2. Beckett and posthumanism 

3. Beckett and posthumanism 

4. Beckett and posthumanism 

5. Beckett and posthumanism 

6. Beckett and posthumanism 

7. Beckett and posthumanism 

8. Beckett and posthumanism 

9. Beckett and posthumanism 

10. Beckett and posthumanism 

11. Beckett and posthumanism 

12. Beckett and posthumanism 

13. Beckett and posthumanism 

14. Beckett and posthumanism 

 

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. Samuel Beckett. 2006. The Complete Dramatic Works. Faber (ISBN:978-0571229154) 

その他の文献は適宜指示し配布する予定。 

 

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

オンライン利用での授業実施を、全回のうち半分の 7 回予定している。詳細は事前に授業内で連絡する。 

 

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） 
ヴァージニア・ウルフ『夜と昼』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） 
JB156「英文学特殊研究５Ｂ」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では Virginia Woolf, Night and Day(1919)を精読します。 

 

In this course, we will closely read Virginia Woolf'sNight and Day(1919). 

 

授業の内容（Course Contents） 

モダニズムの巨匠として、またフェミニズムとジェンダー論の先駆者としてその重要性がいや増すばかりのヴァージニア・ウルフ

（１８８２－１９４１）。彼女の長編第二作『夜と昼』Night and Day(1919)は、まだ伝統的な手法で書かれていますが、結婚と愛の関

係、婦人参政権と女性の就業など、いかにもウルフらしい、女性が自立する上での様々な問題を扱っています。この授業ではこ

の長編を味読しながらエドワード朝のイギリス社会について特にジェンダーの問題に注意しながら考察し、同時に芸術家としての

形成期のウルフの芸術思想について学びます。 

 

The importance of Virginia Woolf is more and more recognized nowadays. This English woman novelist is often read and 

discussed as a master of modernism and a precursor of feminism and gender theories. Her second novel Night and Day(1919) 

still has a conventional style but deals with characteristically Woolfian themes such as the relationship between marriage and 

love, suffrage, and women's profession. In this course, we will closely read this novel and consider the Edwardian England -- 

especially women's position in it -- as well as studying the great author in her formative period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Night and Day 

3. Night and Day 

4. Night and Day 

5. Night and Day 

6. Night and Day 

7. Night and Day 

8. Night and Day 

9. Night and Day 

10. Night and Day 

11. Night and Day 

12. Night and Day 

13. Night and Day 

14. Night and Day 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Virginia Woolf. 2009. Night and Day. Oxford (ISBN:978-0199555604) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 331 - 

オンライン利用での授業実施を、全回のうち半分の 7 回予定している。詳細は事前に授業内で連絡する。 

 

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） 
芥川賞から日本現代文学を考える 

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、９０年代を集中して読む 

 

In this course, students read works of Yoko Ogawa, Anna Ogino ... 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 小川洋子『妊娠カレンダー』 

2. 荻野アンナ『背負い水』 

3. 辺見庸『自動起床装置』 

4. 松村栄子『至高聖所アバトーン』 

5. 藤原智美『運転士』 

6. 多和田葉子『犬婿入り』（１９９２） 

7. 吉目木晴彦『寂寥郊野』 

8. 奥泉光『石の来歴》 

9. 笙野頼子『タイムスリップ・コンビナート』 

10. 室井光広『おどるでく』 

11. 保坂和志『この人の閾』 

12. 又吉栄喜『豚の報い』 

13. 川上弘美『蛇を踏む』 

14. 柳美里『家族シネマ』 

 

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) 

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） 
インターセクショナリティについて 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

ジェンダーや人種、階級などいくつもの要素の絡まる権力を考えるための道具として、「インターセクショナリティ」を取り上げる 

 

On the Intersectionality 

 

授業の内容（Course Contents） 

パトリシア・ヒル・コリンズの『インターセクショナリティ』という本について、読んでいく。 

 

We will read this text, Patricia Hill Collins, Sirma Bilge,Intersectinality,  (2nd edition, Polity Press, 2020) in Japanese.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. インターセクショナリティとは何か 

3. インターセクショナリティとは何か（２） 

4. 批判的な探求と実践としてのインターセクショナリティ 

5. インターセクショナリティの歴史を整理する 

6. インターセクショナリティの歴史を整理する（２） 

7. インターセクショナリティのグローバルな展開（１） 

8. インターセクショナリティのグローバルな展開（２） 

9. インターセクショナリティ、社会的抗議、そして新自由主義 

10. インターセクショナリティとアイデンティティ 

11. インターセクショナリティとアイデンティティ（２） 

12. インターセクショナリティとクリティカル・エディケーション 

13. インターセクショナリティの再検討 

14. インターセクショナリティの再検討（２） 

 

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

テキストとして『インターセクショナリティ』を指定しますので、これを読んで、周辺情報にもよく目配りしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. パトリシア・ヒル・コリンズ、2021、『インターセクショナリティ』、人文書院 

 

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） 
「身体とは何か」を問うテクストを読む 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「身体とは何か」を考えるテクストを読む。同時に、「身体とは何か」と問う思想の系譜についても並行して考察する。 

 

Intensive reading of the texts on "what the body is". We will also think about the genealogy of thinking about what the body is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

市川浩の『精神としての身体』と『〈身〉の構造』を読み、「身（体）」とは何かを考える。同時に、市川のような問い（身体を問うことそ

のもの）の思想的系譜について、神秘主義等もふくめて考察する。 

 

Intensive reading of Hiroshi Ichikawa's "Body as Spirit" and "Structure of <Body>".  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と議論（１）：現象としての身体（主体として、客体として、対他的身体、錯綜体） 

3. 発表と議論（２）：構造としての身体１（はたらきとしての構造、身体の私性、自己と他者） 

4. 発表と議論（３）：構造としての身体２（構造の生成、精神としての身体） 

5. 発表と議論（４）：行動の構造１（行動と生活世界、癒着的形態） 

6. 発表と議論（５）：行動の構造２（シンボル的形態の行動） 

7. 発表と議論（６）：〈身〉の風景１ 

8. 発表と議論（７）：〈身〉の風景２ 

9. 発表と議論（８）：〈身〉の構造と生成モデル１ 

10. 発表と議論（９）：〈身〉の構造と生成モデル２ 

11. 発表と議論（１０）：生きられる空間 

12. 発表と議論（１１）：錯綜体としての身体 

13. 発表と議論（１２）：「〈身〉／身体を問う」ことをめぐって 

14. 全体の総括 

 

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

授業前に必ずテクストをきちんと精読してくること。報告は人数に応じてグループ報告ないし個人報告とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

一定以上の欠席は履修の意志なきものとみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 市川浩、1993、『〈身〉の構造──身体論を超えて』、講談社学術文庫 (ISBN:4-06-159071-5) 

2. 市川浩、1992、『精神としての身体』、講談社学術文庫 (ISBN:4-06-159019-7) 

２．については、品切れ・重版未定のため学内書店での販売はなし。必要に応じてコピーを配布する。 

他は授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 336 - 

■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） 
フロイトの「死の欲動」について考える 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀批評と思想 

 

On the 20 century's Critical problems 

 

授業の内容（Course Contents） 

フロイトの晩年の著作のなかでも多くの問題を孕んでいる、「快感原則の彼岸」について。 

 

We will read the texts of Sigmund Freud, particulary his latest text, Jensefts des Lustprinzips 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 欲動とその運命 

2. 抑圧 

3. 子どもが叩かれる 

4. 快感原則の彼岸 

5. 快感原則の彼岸（２） 

6. 快感原則の彼岸（３） 

7. 自我とエス 

8. マゾヒズムの経済論的問題 

9. 否定 

10. マジック・メモについてのノート 

11. フロイト講義「死の欲動」を読む（１） 

12. フロイト講義「死の欲動」を読む（２） 

13. タナトスと戦争（１） 

14. タナトスと戦争（２） 

 

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

ちくま文庫のフロイト『自我論集』をテキストにします。毎回担当者を決めて、レジュメを作成、議論したいと考えています。授業の

あと、様々な問題点を別の資料にあたって考えてみたいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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） 
フェミニズムについて考える 

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） 

フェミニズムについて可能な限り、考えつくす 

 

On the Feminism 

 

授業の内容（Course Contents） 

竹村和子氏の残した『愛について アイデンティティと欲望の政治学』（岩波書店）を導きの糸として、フェミニズムの基本的なテキ

ストへと派生的に言及しつつ、思索を巡らせる 

 

Ｗe will read the text, ”Ｏn the Ｌove”written by Kazuko Takemura.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「愛」について語るということ 

2. 「愛」について語るということ（２） 

3. （ヘテロ）セクシズムの系譜 近代社会とセクシュアリティ 

4. （ヘテロ）セクシズムの系譜 近代社会とセクシュアリティ（２） 

5. 愛について エロスの不可能性 

6. 愛について エロスの不可能性（２） 

7. あなたを忘れない 性の制度の脱再生産 

8. あなたを忘れない 性の制度の脱再生産（２） 

9. アイデンティティの倫理 差異と平等の政治的パラドックスのなかで 

10. 〈普遍〉ではなく〈正義〉を 

11. 〈普遍〉ではなく〈正義〉を 翻訳の残余が求めるもの（２） 

12. 竹村和子『彼女は何を視ているのか』１ 

13. 竹村和子『彼女は何を視ているのか』２ 

14. 『文学力の挑戦』 

 

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

竹村和子氏の著作を縦横に読んで、議論に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹村和子、2021、『愛について』、岩波書店 

 

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） 
フォークナーのモダニズム（２） 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
JB170「米文学特殊研究７Ｂ」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

William Faulkner のモダニストとしての側面を小説技法とテーマ・表象の面から総合的に考察する。 

 

This seminar investigates William Faulkner's modernist elements in terms of novelistic techniques, rhetorics, subject matters, 

and literary representations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Faulknerがアメリカを代表するモダニスト作家であることは、多くの文学史書や概説書に読むことができる一般的な知識であろう。

だが、「モダニズム」そのものの定義、さらには歴史的背景にしてからが、極めて多彩で広義であることに鑑みれば、その実質的

な要諦は、「学ぶもの」というよりはむしろ、「発見するもの」と捉えたほうが正しいだろう。本講では、こうした前提に基づいて、２冊

の作品の精読を試み、Faulknerのモダニズム性と、モダニズムという概念自体の精確な把捉を目指したい。後期のセクションで

は、Light in August (1932) を検討する。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。 

 

It might be a common knowledge that Faulkner is a representative American modernist author, on the ground that various 

literary history books as well as handbooks of American literature unanimously state so. However, Insofar as the equivocality of 

the definition of "modernism" itself, and even its historical background, being multi-faceted and complex, it would be more 

precise to consider the theme as something to be "discovered" rather than something to be "learned." Based on this 

understanding, this course will attempt to grasp not only Faulkner as a modernist but also the concept of modernism itself 

through close readings of two texts of his. In this section, we will analyze Light in August (1932). Students are required to write 

a high-quality research paper on the text 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. Light in August (1) 

3. Light in August (2) 

4. Light in August (3) 

5. Light in August (4) 

6. Light in August (5) 

7. Light in August (6) 

8. Light in August (7) 

9. Light in August (8) 

10. Light in August (9) 

11. Light in August (10) 

12. Light in August (11) 

13. Light in August (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。 

 

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. Faulkner, William. 1991. Light in August. Vintage International (ISBN:978-0679732266) 

 

参考文献（Readings） 

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

2. Ruppersburg, Hugh M. 他. 1994. Reading Faulkner: Light in August : Glossary and Commentary. U of Mississippi P (ISBN:978-

0878057320) 

3. 諏訪部浩一、2016、『八月の光』上下、岩波文庫 

授業で適宜指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

モダニズムの一般的理解に資する文献については、授業において適宜配布・紹介するが、各自基本的な文献を読んでから、授

業に参加することが望ましい。またテクストの読解については、ヴァージニア大学の Digital Yoknapatawpha を活用すること。 

 

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） 
クライストを読む 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、18 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 18th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

クライストの短編小説『チリの地震』を講読する。精読しながら、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 Kleist's "Das Erdbeben von Chili". While close reading and summarizing, students will develop German reading 

comprehension and think about various interpretation possibilities. 

Participation of undergraduate students is also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論（1） 

3. テクスト読解と議論（2） 

4. テクスト読解と議論（3） 

5. テクスト読解と議論（4） 

6. テクスト読解と議論（5） 

7. テクスト読解と議論（6） 

8. テクスト読解と議論（7） 

9. テクスト読解と議論（8） 

10. テクスト読解と議論（9） 

11. テクスト読解と議論（10） 

12. テクスト読解と議論（11） 

13. テクスト読解と議論（12） 

14. テクスト読解と議論（13） 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布するが、詳細はガイダンス時に説明する。翻訳を予め通読しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JJ143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ143／言語多文化学演習 ５ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエーティーク』を読む 

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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』を読む 

 

Intensive reading of Michel de Certeau's "L'Invention du quotidien". 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習ではセルトーの『日常的実践のポイエティーク』を読む。カルチュラル・スタディーズの古典的名著とも目されるテクストをじ

っくり読み、文化研究の作法を学ぶ。 

 

Intensive reading of Certeau's "L'invention du quotidien." Learning of methodologies for cultural stidies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と議論（１）：消費者の生産、実践者の戦術 

3. 発表と議論（２）：ある共通の場・日常言語 

4. 発表と議論（３）：なんとかやっていくこと、使用法と戦術 

5. 発表と議論（４）：技芸の理論 

6. 発表と議論（５）：フーコーとブルデュー 

7. 発表と議論（６）：理論の技 

8. 発表と議論（７）：物語の時間 

9. 発表と議論（８）：都市を歩く、空間の物語 

10. 発表と議論（９）：書のエコノミー、声の引用 

11. 発表と議論（１０）：読むこと、ある密漁 

12. 発表と議論（１１）：信じること、信じさせること 

13. 発表と議論（１２）：名づけえぬもの、決定不能なもの 

14. 全体の総括 

 

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

授業前に必ずテクストをきちんと精読してくること。報告は人数に応じてグループ報告ないし個人報告とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

一定以上の欠席は履修の意志なきものとみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ミシェル・ド・セルトー、2021、『日常的実践のポイエティーク』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-51036-5) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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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■PB106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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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■PB154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 

 

 

  



 - 360 - 

■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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■PB206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 369 - 

■PB254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
Coleridge's Later Poetry 

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・ロマン主義詩人 Samuel Taylor Coleridge が 30 歳を迎える 1802 年前後から 1834 年に亡くなるまでの後期作品の抜本

的な読み直しを行ない、詩人の後半生におけるさまざまな「転向」について考察する。 

 

This course aims to reread, thoroughly in a new light, an English Romantic poet Samuel Taylor Coleridge's later poems, which 

were written from around 1802 when he became thirty years old until his death in 1834 and, at the same time, consider various 

aspects of his so-called conversion in the latter half of his life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

超自然詩、会話体詩など全盛期の代表作はもちろん、若年期の詩や後期の散文作品と比べても、往年の活力を失ったとされて、

とかく無視されがちなコールリッジ後期詩篇の意外なほどの豊かさを味わって新たな読みの可能性を探ると同時に、とかく批判さ

れがちな後半生におけるコールリッジの政治的、思想的「転向」の問題にも目を向けたい。その際、この方面での数少ない本格的

研究である Morton Paley, Coleridge's Later Poetry のほか、21世紀初頭になって漸く Bollingen Series の作品全集と Notebook

全集が 30 年以上の時を経て完結したのを機に、利用可能になった比較的新しい資料と最新の批評を参照するよう心がける。授

業では、以下の授業計画に沿って 1 回に 100 行程度を精読する予定だが、受講者の希望によって多少の修正を施す可能性は

ある。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

We will reread drastically Coleridge's later poems, which have been generally regarded as having lost vitality and been ignored in 

comparison even with his juvenile poems and his mature prose works, let alone his supernatural and conversation poems written 

at his best.  Through that, we hope to explore the possibilities of reading to renew the significance of his later poetry, 

appreciating its rather unexpected richness and, in addition, pay attention to the problem of political and ideological conversion 

in Coleridge's later life, which have tended to be severely criticized by many. When examining his later poetry, we will frequently 

refer to Morton Paley, Coleridge's Later Poetry, one of the very few full-scale studies in this line, as well as the relatively new 

materials, the collected works of Bollingen Series (16 vols.) and the notebooks (5 vols), both of which were completed in 2002 

after more than thirty years and most recent Coleridge criticism. In each class we will carefully read approximately 100 lines of 

poetry according to the lesson plan shown below. This plan could be slightly revised depending on students' wishes. Details will 

be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Coleridge's Later Life 

2. ‘Lines Written in the Album at Elbingerode' and ‘Ode to Tranquillity’ 

3. ‘Dejection: An Ode’ with ‘A Letter to –– April 4, 1802.—Sunday Evening’1 

4. ‘Dejection: An Ode’ with ‘A Letter to –– April 4, 1802.—Sunday Evening’2 

5. ‘The Pains of Sleep’ and ‘Constancy to an Ideal Object’ 

6. ‘To William Wordsworth’ 

7. ‘Recollections of Love’ and ‘A Tombless Epitaph’ 

8. ‘Separation’, ‘The Visionary Hope’ and ‘[Lines from a notebook—May 1810]’ 

9. ‘Limbo’, ‘Moles’ and ‘Ne plus ultra’ 

10. ‘Lines To a Comic Author, on an Abusive Review’ and ‘Youth and Age’ 

11. ‘The Delinquent Travellers’ 

12. ‘Work without Hope’, ‘The Pang More Sharp Than All’ and ‘Homeless’ 

13. ‘The Garden of Boccaccio’ 

14. ‘Phantom or Fact?’, ‘Epitaph’ and Review 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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） 

The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1, edited by Ernest Hartley Coleridge, Clarendon Press, 1912. 2 

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

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

 

参考文献（Readings） 

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

する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB302／英文学特論 １Ｂ 

(Special Topics in English Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
A Brief History of Criticism on Coleridge's Poetry 

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・ロマン主義詩人 Samuel Taylor Coleridge の主要な詩作についてのさまざまな流派の代表的な批評を読みながら、コー

ルリッジ詩の核心に迫り、同時に現代文学批評の大きな潮流を捉えることをも目指す。 

 

This course aims to approach the heart of an English Romantic poet Samuel Taylor Coleridge’s poetry by closely reading 

notable critical essays written by various representative schools of literary criticism on his important poems centring on ‘The 

Rime of the Ancient Mariner’ and, at the same time, to get a general survey of history of modern literary criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「老水夫の歌」を中心とするコールリッジの詩人としての代表作について、同時代批評から、19世紀後半の印象主義、20 世紀前

半の材源研究とニュー・クリティシズム、同世紀後半以降の脱構築批評、フェミニズム、新歴史主義からポスト･コロニアリズム以

後に至るまでの主要な文学批評の流派が残してきた批評作品を読む。批評を精読することによって、コールリッジの代表作への

理解を深めるだけでなく、19 世紀以後の近代英文学批評史概観を通して、イギリス・ロマン主義に留まらない文学研究への視野

を広げることをも目指す。授業では、以下の授業計画に沿って、毎回 1 ないし 2 篇の批評を読む予定だが、受講者の希望によっ

て多少の修正を施す可能性はある。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

We will read critical essays written by representative schools of literary criticism on Coleridge's important poems centring on 

‘The Rime of the Ancient Mariner', say, from contemporary and impressionistic criticism in the 19th century, through source 

studies and New Criticism in the first half of the 20th century, to Deconstructionism, Feminism, New Historicism, 

Postcolonialism and Ecocriticism in the latter half of the same century and after. Through close reading of criticism, we hope 

not only to deepen our understanding of Coleridge's major poems but also to widen our view on literary studies not limited to 

British Romanticism but open to English literature in general, by this general survey of history of modern English literary 

criticism. In each class we will carefully read one or two pieces of critical essays on Coleridge's poetry according to the lesson 

plan shown below. This plan could be slightly revised depending on students' wishes. Details will be provided in the course 

syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Reading ‘The Rime of the Ancient Mariner’ 

2. Contemporary Criticism in the early 19th century 

3. Impressionistic Criticism: Walter Pater 

4. Source Studies: John Livingstone Lowes 

5. New Criticism: Robert Penn Warren 

6. British Criticism: Humphry House 

7. Deconstructionism 1: Edward E. Bostetter 

8. Deconstructionism 2: Frances Ferguson 

9. Feminism: Anne K. Mellor 

10. Historicism: William Empson 

11. New Historicism 1: Jerome J. McGann 

12. New Historicism 2: Peter Kitson 

13. New Historicism 3: Patrick J. Keane  

14. Ecocriticism: Jonathan Bate & Nicholas Roe and Review 

 

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

‘The Rime of the Ancient Mariner' ほかの代表作は予め読んでおくと、作品批評の理解も深まる。毎回扱う批評を予め読んで授

業に臨み、授業後は紹介された参考文献があれば読んで幅を広げる。 
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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%) 

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） 

毎回読む批評のテキストは PDF ファイルをドライブにアップロード。コールリッジの詩については、The Complete Poetical Works 

of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1, edited by Ernest Hartley Coleridge, Clarendon Press, 1912. 2 vols を各自以下のサイトからダ

ウンロードして授業ごとに必要な箇所を参照。 

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

 

参考文献（Readings） 

Coleridge とロマン主義文学に関する詳細な参考文献表を授業の最初に配布するほか、授業中にも折に触れて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB303／英文学特論 ２Ａ 

(Special Topics in English Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアと結婚のディスコース（1）--『空騒ぎ』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『空騒ぎ』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、初期近代イングランドにおける結婚の言説を中心とした、作品が提起する多様

な問題について議論する力を前期過程よりもさらに高いレベルで涵養し、高度な最終レポートを執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる喜劇『空騒ぎ』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. 上演鑑賞／批評読解とディスカッション（1） 

13. 上演鑑賞／批評読解とディスカッション（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, ed., Claire McEachern. 2016. Much Ado About Nothing. The Arden Shakespeare: Third Series (ISBN:978-

1472520296) 

 

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） 
シェイクスピアと結婚のディスコース（2）--『終わり良ければ全てよし』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアの問題劇『終わり良ければ全てよし』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、初期近代イングランドにおける結婚とセクシュアリティの言説

を中心とした、作品が提起する多様な問題について議論する力を前期過程よりもさらに高いレベルで涵養し、高度な最終レポート

を執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる問題劇『終わり良ければ全てよし』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. 上演鑑賞／批評読解とディスカッション（1） 

13. 上演鑑賞／批評読解とディスカッション（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, eds., Suzanne Gossett and Helen Wilcox. 2018. All's Well That Ends Well. The Arden Shakespeare: Third 

Series (ISBN:978-1904271208) 

 

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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■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） 
拡大する「英文学」を読む：カズオ・イシグロの場合 

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） 

カズオ・イシグロの A Pale View of Hills および An Artist of the Floating World を精読することにより、イシグロのキャリアの初期

において英語で日本について書くということがいかなる意味を持っていたのかを理解すべく務めます。 

 

なお、博士後期課程の院生が参加する場合、博士前期課程の院生に対して指導的な役割をも果たすことが期待されます。  

 

授業の内容（Course Contents） 

2 作品における語りのテクニックを詳細に考察するとともに、それらの作品におけるアイデンティティの揺らぎ、個人に加えられる

社会的・歴史的な圧力、文化間の相互理解の困難といったテーマについて分析します。それを通じて、日本の社会を英語によっ

て描写するという「外部性」がイシグロの創作にいかなる意義を持っていたのかを探ります。 

 

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

極的な発言を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. A Pale View of Hills 講読第 1回 

3. A Pale View of Hills 講読第 2回 

4. A Pale View of Hills 講読第 3回 

5. A Pale View of Hills 講読第 4回 

6. A Pale View of Hills 講読第 5回 

7. A Pale View of Hills 講読第 6回 

8. An Artist of the Floating World 講読第 1 回 

9. An Artist of the Floating World 講読第 2 回 

10. An Artist of the Floating World 講読第 3 回 

11. An Artist of the Floating World 講読第 4 回 

12. An Artist of the Floating World 講読第 5 回 

13. An Artist of the Floating World 講読第 6 回 

14. まとめ 

 

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

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

が指定された場合は、それもしっかり読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. 2010. A Pale View of Hills. Faber (ISBN:978-0571258253) 

2. Kazuo Ishiguro. 2001. An Artist of the Floating World. Faber (ISBN:978-0571209132) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
拡大する「英文学」を読む：サルマン・ラシュディの場合 

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） 

サルマン・ラシュディの Midnight's Children を読破します。恐るべき広がりを持った物語世界へとチューン・インし、ラシュディがみ

ずからの創作した人々の人生とインドの近現代史をどのようにリンクさせているかを体感することが、まずは大きな目標となるでし

ょう。 

 

なお、博士後期課程の院生が参加する場合、博士前期課程の院生に対して指導的な役割をも果たすことが期待されます。  

 

授業の内容（Course Contents） 

『真夜中の子供たち』は、莫大な情報量を持った小説です。インドの近現代史という題材は英語圏の読者にとってもチャレンジン

グであったでしょうが、我々ノン・ネイティヴ・スピーカーが読解する際には一層でしょう。従って、この授業への参加は小説の研究

に必要な調べ物のセンスと技術を特に要求するものだと言えます。 

 

ラシュディは英語によってインドの歴史の物語を語るという仕事に挑んでいます。インドがかつてイギリスの植民地であったことは

この作品で重要な意味を持っていますが、インド系のオリジンを持つラシュディが英語によって語ることはどのような困難を突破し

つつ、どのような新しい地平を拓くものであるのでしょうか。 

 

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

極的な発言を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Midnight's Children 講読第 1 回 

3. Midnight's Children 講読第 2 回 

4. Midnight's Children 講読第 3 回 

5. Midnight's Children 講読第 4 回 

6. Midnight's Children 講読第 5 回 

7. Midnight's Children 講読第 6 回 

8. Midnight's Children 講読第 7 回 

9. Midnight's Children 講読第 8 回 

10. Midnight's Children 講読第 9 回 

11. Midnight's Children 講読第 10回 

12. Midnight's Children 講読第 11回 

13. Midnight's Children 講読第 12回 

14. まとめ 

 

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

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

が指定された場合は、それもしっかり読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Salman Rushdie. 2010. Midnight's Children. Vintage (ISBN:978-0099511892) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆきます。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB321／米文学特論 １Ａ 

(Special Topics in American Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初期アメリカ・リアリズムの作家たちによる詩作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 19 世紀後半のアメリカで活躍した初期リアリズムの作家たちによる詩作を地道にそしてクリティカルに読むことによって、「内容

を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味することができるようになります。

最終的には、学術雑誌へ投稿可能な高いレベルのレポート執筆を目指します。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ文学史の中で 19 世紀後半はリアリズムの時代に当たります。夢想の世界や感情の発露を重んじたロマン主義に飽き

たらない新しい世代の作家たちが、ありのままの現実を描こうとしました。けれどもその間、かつて文学の大きな一部を占めてい

た詩は一体どうなったのでしょうか。そもそもリアリズムと詩とは反りが合わないようにも思われます。 

 そこで本授業では、Bret Harteや William Dean Howells など初期リアリズムの作家たちの詩作をとりあげます。彼らのすぐれた

短篇も並行して参照しながら、その詩作にはどのような新味や格闘が隠されているのかを考察し、彼らの多様な特徴を体感しま

す。 

 なお、Tuckermanや Piattなど、文学史ではリアリズム作家と分類されない詩人も含まれていますが、過渡期の詩人の横幅や

奥行きを示す好例として集めました。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩人小伝 

2. 英語詩の基本 

3. Frederick Goddard Tuckerman, b1821 

"His heart was in his garden; but his brain” 

“Dank fens of cedar; hemlock branches gray” 

4. Frederick Goddard Tuckerman, b1821 

“An upper chamber in a darkened house” 

“No! cover not the fault. The wise revere” 

5. Bret Harte, b1836 

短篇 “The Outcasts of Poker Flat” 

6. Bret Harte, b1836 

“To a Sea-Bird” 

“Plain Language from Truthful James” 

7. Sarah Morgan Bryan Piatt, b1836 

“The Palace-Burner" 

“The Funeral of a Doll" 

8. Sarah Morgan Bryan Piatt, b1836 

“Mock Diamonds" 

“Her Blindness in Grief" 

9. Sarah Morgan Bryan Piatt, b1836 

“His Mother’s Way" 

“The Witch in the Glass" 

10. William Dean Howells, b1837 

短篇 “Christmas Every Day” 

11. William Dean Howells, b1837 

“The King Dines” 

“Society" 

12. George Washington Cable, b1844 

短篇 “Sieur George" 
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13. George Washington Cable, b1844 

"The New Arrival" 

"The Dirge of St. Malo" 

14. Recapitulation 

 

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

準備学習の指示は､ 履修登録完了後にオンラインでおこないます｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表と応答（議論・貢献度など）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

全ての評価方法において、博士前期課程と比べ高度な水準が要求されます。特に学期末レポートに関しては、学会誌へ投稿可

能なレベルが求められます。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 1. The Library of America (ISBN:0940450607) 

2. Richard Gray. 2015. A History of American Poetry. Wiley Blackwell (ISBN:1118795350) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB322／米文学特論 １Ｂ 

(Special Topics in American Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ・リアリズムの作家たちによる詩作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 19 世紀後半のアメリカで活躍した広義のリアリズム作家たちによる詩作を地道にそしてクリティカルに読むことによって、「内容

を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味することができるようになります。

最終的には、学術雑誌へ投稿可能な高いレベルのレポート執筆を目指します。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ文学史の中で 19 世紀後半はリアリズムの時代に当たります。夢想の世界や感情の発露を重んじたロマン主義に飽き

たらない新しい世代の作家たちが、ありのままの現実を描こうとしました。けれどもその間、かつて文学の大きな一部を占めてい

た詩は一体どうなったのでしょうか。そもそもリアリズムと詩とは反りが合わないようにも思われます。 

 そこで本授業では、Ambrose Bierce や Stephen Crane など広義のリアリズム作家たちの詩作をとりあげます。彼らのすぐれた

短篇も並行して参照しながら、その詩作にはどのような新味や格闘が隠されているのかを考察し、彼らの多様な特徴を体感しま

す。 

 なお、Lazarus や Robinson など、文学史ではリアリズム作家と分類されない詩人も含まれていますが、過渡期の詩人の横幅や

奥行きを示す好例として集めました。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩人小伝 

2. アメリカにおけるロマン主義・リアリズム・自然主義 

3. Ambrose Bierce, b1842 

短篇 “An Occurrence at Owl Creek Bridge” 

4. Ambrose Bierce, b1842 

“Invocation” 

“The Passing Show” 

5. Emma Lazarus, b1849 

"The New Colossus" 

"Arabesque" 

6. Emma Lazarus, b1849 

"1492" 

"Venus of the Louvre" 

7. Sarah Orne Jewett, b1849 

短篇 “A White Heron" 

8. Sarah Orne Jewett, b1849 

“A Country Boy in Winter” 

“A Caged Bird” 

9. Edwin Arlington Robinson, b1869 

“The House on the Hill” 

“Richard Cory” 

10. Edwin Arlington Robinson, b1869 

“The False Gods” 

“Luke Havergal” 

11. Stephen Crane, b1871 

短篇 “The Open Boat" 

12. Stephen Crane, b1871 

"In the desert" 

"A youth in apparel that glittere" 
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13. Stephen Crane, b1871 

"Do not weep, maiden, for war is kind" 

"Each small gleam was a voice" 

14. Recapitulation 

 

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

準備学習の指示は､ 履修登録完了後にオンラインでおこないます｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表と応答（議論・貢献度など）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

全ての評価方法において、博士前期課程と比べ高度な水準が要求されます。特に学期末レポートに関しては、学会誌へ投稿可

能なレベルが求められます。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 1. The Library of America (ISBN:0940450607) 

2. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 2. The Library of America (ISBN:094045078X) 

3. Richard Gray. 2015. A History of American Poetry. Wiley Blackwell (ISBN:1118795350) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
Charles Brockden Brown 研究 

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） 

「アメリカ文学の父」とも称される Charles Brockden Brown の代表作、Edgar Huntly (1799)を読解する。合衆国が誕生してまもな

い時期に、アメリカ人作家がいかにして「ゴシック小説」というイギリス由来の文学ジャンルを換骨奪胎しようとしたのか、その腐心

のさまを丹念に探っていきたい。アメリカという国家の輪郭が定まっていなかったころ、「アメリカ固有の文学」を作り出すこととは、

一体何を意味したのだろうか。本作品を読解することはすなわち、アメリカ文学が誕生する過程を目撃することといっても過言で

はない。 

 

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

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

どのプラクティカルな問題についても討議する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解 (1) 

3. 作品読解 (2) 

4. 作品読解 (3) 

5. 作品読解 (4) 

6. 作品読解 (5) 

7. 作品読解 (6) 

8. 作品読解 (7) 

9. 批評読解 (1) 

10. 批評読解 (2) 

11. 批評読解 (3) 

12. 批評読解 (4) 

13. 批評読解 (5) 

14. レポート構想発表会 

 

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

毎週 500words 程度の英語によるレスポンス・ペーパーの提出を義務づける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において、博士前期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。5000words 以上を執筆のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles Brockden Brown. 2006. Edgar Huntly. Hackett (ISBN:978-0872208537) 

 

参考文献（Readings） 

1. Philip Barnard. 2019. The Oxford Handbook of Charles Brockden Brown. Oxford UP (ISBN:978-0199860067) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 
フォークナーのモダニズム（１） 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 William Faulknerのモダニストとしての側面を小説技法とテーマ・表象の面から総合的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Faulknerがアメリカを代表するモダニスト作家であることは、多くの文学史書や概説書に読むことができる一般的な知識であろう。

だが、「モダニズム」そのものの定義、さらには歴史的背景にしてからが、極めて多彩で広義であることに鑑みれば、その実質的

な要諦は、「学ぶもの」というよりはむしろ、「発見するもの」と捉えたほうが正しいだろう。本講では、こうした前提に基づいて、２冊

の作品の精読を試み、Faulknerのモダニズム性と、モダニズムという概念自体の精確な把捉を目指したい。前期のセクションで

は、Flags in the Dust (1929→1973→2006) を検討する。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. Flags in the Dust (1) 

3. Flags in the Dust (2) 

4. Flags in the Dust (3) 

5. Flags in the Dust (4) 

6. Flags in the Dust (5) 

7. Flags in the Dust (6) 

8. Flags in the Dust (7) 

9. Flags in the Dust (8) 

10. Flags in the Dust (9) 

11. Flags in the Dust (10) 

12. Flags in the Dust (11) 

13. Flags in the Dust (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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Faulkner, William. 2012. Flags in the Dust. Vintage International (ISBN:978-0307946768) 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 諏訪部浩一、2021、『土にまみれた旗』、河出書房新社 (ISBN:9784309208312) 

適宜クラスで指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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モダニズムの一般的理解に資する文献については、授業において適宜配布・紹介するが、各自基本的な文献を読んでから、授

業に参加することが望ましい。またテクストの読解については、ヴァージニア大学の Digital Yoknapatawpha を活用すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■PB334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB334／米文学特論 ７Ｂ 

(Special Topics in American Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークナーのモダニズム（２） 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

William Faulkner のモダニストとしての側面を小説技法とテーマ・表象の面から総合的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Faulknerがアメリカを代表するモダニスト作家であることは、多くの文学史書や概説書に読むことができる一般的な知識であろう。

だが、「モダニズム」そのものの定義、さらには歴史的背景にしてからが、極めて多彩で広義であることに鑑みれば、その実質的

な要諦は、「学ぶもの」というよりはむしろ、「発見するもの」と捉えたほうが正しいだろう。本講では、こうした前提に基づいて、２冊

の作品の精読を試み、Faulknerのモダニズム性と、モダニズムという概念自体の精確な把捉を目指したい。後期のセクションで

は、Light in August (1932) を検討する。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. Light in August (1) 

3. Light in August (2) 

4. Light in August (3) 

5. Light in August (4) 

6. Light in August (5) 

7. Light in August (6) 

8. Light in August (7) 

9. Light in August (8) 

10. Light in August (9) 

11. Light in August (10) 

12. Light in August (11) 

13. Light in August (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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Faulkner, William. 1991. Light in August. Vintage International (ISBN:978-0679732266) 

 

参考文献（Readings） 

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

2. Ruppersburg, Hugh M. 他. 1994. Reading Faulkner: Light in August : Glossary and Commentary. U of Mississippi P (ISBN:978-

0878057320) 

3. 諏訪部浩一、2016、『八月の光』上下、岩波文庫 

授業で適宜指示。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

モダニズムの一般的理解に資する文献については、授業において適宜配布・紹介するが、各自基本的な文献を読んでから、授

業に参加することが望ましい。またテクストの読解については、ヴァージニア大学の Digital Yoknapatawpha を活用すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■PB335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB335／米文学特論 ８Ａ 

(Special Topics in American Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカン・ルネサンスとポストモダン文学（１） 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

 本授業の目的は、時代をこえた間テクスト性の諸相を探ることである。共感的なオマージュであれ皮肉なパロディであれ、文学

作品はときに、先行する作品との対話によって自らを定義する。具体的には、アメリカン･ルネサンスを脱／再構築するポストモダ

ン文学に照準を合わせたい。早くは 1970 年代からすでに、たとえばピンチョンの『重力の虹』は、その百科全書的な性質において

メルヴィルの『白鯨』としばしば比較されていた。それ以来、ある種のアメリカ文学は、ポストモダニズムの歴史意識とアメリカン･ル

ネッサンス作家の現代性とを可視化し続けてきたのである。 

 春学期には、スーザン＝ロリ・パークスの『赤い文字の劇』と、ポール･オースターによるニューヨーク三部作の第一作である『ガ

ラスの街』を読む。前者は、ホーソーンの『緋文字』を人種的・性的にパロディ化した戯曲であり、後者は、メルヴィルの「バートル

ビー」やポーの「ウィリアム･ウィルソン」を再利用した一種の探偵小説である。本授業ではしたがって、１９世紀作品とそのポストモ

ダン的改変の相互作用を精査する。 

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

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. Suzan-Lori Parks の In the Blood を読む（１） 
3. Suzan-Lori Parks の In the Blood を読む（２） 
4. Suzan-Lori Parks の In the Blood を読む（３） 
5. Suzan-Lori Parks の Fucking Aを読む（１） 
6. Suzan-Lori Parks の Fucking Aを読む（２） 
7. Suzan-Lori Parks の Fucking Aを読む（３） 
8. Paul Austerの City of Glass を読む（１） 
9. Paul Austerの City of Glass を読む（２） 

10. Paul Austerの City of Glass を読む（３） 
11. Paul Austerの City of Glass を読む（４） 
12. 総括 

13. レポート中間報告会 

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. Suzan-Lori Parks. 2001. The Red Letter Plays. Theatre Communications Group (ISBN: 978-1559361958) 

2. Paul Auster. 1987. City of Glass. Penguin (ISBN:978-0140097313) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 396 - 

■PB336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB336／米文学特論 ８Ｂ 

(Special Topics in American Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカン・ルネサンスとポストモダン文学（２） 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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） 

 本授業の目的は、時代をこえた間テクスト性の諸相を探ることである。共感的なオマージュであれ皮肉なパロディであれ、文学

作品はときに、先行する作品との対話によって自らを定義する。具体的には、アメリカン･ルネサンスを脱／再構築するポストモダ

ン文学に照準を合わせたい。早くは 1970 年代からすでに、たとえばピンチョンの『重力の虹』は、その百科全書的な性質において

メルヴィルの『白鯨』としばしば比較されていた。それ以来、ある種のアメリカ文学は、ポストモダニズムの歴史意識とアメリカン･ル

ネッサンス作家の現代性とを可視化し続けてきたのである。 

 秋学期には、ポーの人生と作品をクィアな視点から書き換える現代短編小説アンソロジー（2013 年出版）を読む。たとえば、クリ

ストファー・バーザックの「影たちの喝采」は、ウィルソンという名の同性愛男性に恋して殺された語り手のウィルソンが、この世に

よみがえってかつての恋人の悪事を阻止する、というゴシック・ロマンスである。本授業ではしたがって、ポーの原作がパリンプセ

ストとなって再創造・再解釈されるプロセスを精査する。 

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

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（１） 
3. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（２） 
4. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（３） 
5. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（４） 
6. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（５） 
7. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（６） 
8. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（７） 
9. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（８） 

10. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（９） 
11. 短編アンソロジーWhere Thy Dark Eye Glances を読む（１０） 
12. 総括 

13. レポート中間報告会 

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. Steve Berman. 2013. Where Thy Dark Eye Glances. Lethe Press (ISBN:978-1590213346) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 



 - 397 - 

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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では The Exeter Bookに含まれる比較的短い詩作品を読みながら、古英語および古英語文学についての造詣を深め

る。これに加え、毎回、受講生の研究テーマに沿った内容の短い英文を予め作文しておいてもらい、これについて添削しながら、

この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩講読 1 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

3. 古英詩講読 2 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

4. 古英詩講読 3 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

5. 古英詩講読 4 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

6. 古英詩講読 5 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

7. 古英詩講読 6 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

8. 古英詩講読 7 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

9. 古英詩講読 8 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

10. 古英詩講読 9 Exeter Bookに含まれる minor poems を中心に 

11. 古英詩講読 10 Exeter Book に含まれる minor poems を中心に 

12. 古英詩講読 11 Exeter Book に含まれる minor poems を中心に 

13. 古英詩講読 12 Exeter Book に含まれる minor poems を中心に 

14. 古英詩講読 13 Exeter Book に含まれる minor poems を中心に 

 

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、指示に従

って英文を事前に準備してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表、授業内発言等）(100%) 

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） 

参考文献は授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB352／英語学特論 １Ｂ 

(Special Topics in English Philology and Linguistics 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、Junius Manuscript に含まれる詩作品を読みながら、古英語および古英語文学についての造詣を深めます。これ

に加え、、受講生の研究テーマに即した英文を予め作成してもらい、これを添削しながら、この分野における英語論文等の書き方

を指導します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩講読 1 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

3. 古英詩講読 2 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

4. 古英詩講読 3 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

5. 古英詩講読 4 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

6. 古英詩講読 5 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

7. 古英詩講読 6 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

8. 古英詩講読 7 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

9. 古英詩講読 8 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

10. 古英詩講読 9 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

11. 古英詩講読 10 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

12. 古英詩講読 11 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

13. 古英詩講読 12 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

14. 古英詩講読 13 Junius Manuscript に含まれる作品を中心に 

 

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、授業での

指示に従って事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表、授業内発言等）(100%) 

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） 

 

 

  



 - 400 - 

■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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■PC103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 403 - 

■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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■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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■PC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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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■PC203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 424 - 

■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） 

 

 

  



 - 427 - 

■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） 

 

 

  



 - 429 - 

■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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■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） 
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■PC254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文執筆に向けて、歴史学の研究動向を探求し、テーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者は研究報告を行い、各コースの教員や出席者と質疑応答を交わし、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うか

は初回に決める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC302／史学研究方法論 Ｂ 

(Methods of History B) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

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） 
７世紀史の再構成 

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） 

我が国において古代国家が形成された 7 世紀の歴史は天智天皇と天武天皇を主人公にして描かれてきた。この歴史像が妥当

かどうか、史料に即して再検討を試みる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大化改新の契機となった乙巳の変（645 年）、唐・新羅連合軍に敗れた白村江の戦い（663 年）、天智天皇後継の座をめぐる壬申

の乱（672 年）に関する通説を検討し、七世紀史を再構成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（問題の所在、参考文献の紹介など） 

2. 乙巳の変① 政変はどのように描かれてきたか 

3. 乙巳の変② 政変の関係人物 

4. 乙巳の変③ 政変の勃発と決着 

5. 乙巳の変④ 「改新之詔」―改革の実像 

6. 白村江の戦い① 朝鮮三国との関係史 

7. 白村江の戦い② 百済救援の意義 

8. 白村江の戦い③ 唐軍との激突 

9. 白村江の戦い④ 戦後外交の実態 

10. 壬申の乱① 天智天皇の王位継承構想 

11. 壬申の乱② 大海人皇子の挙兵 

12. 壬申の乱③ 倭古京をめぐる攻防戦 

13. 壬申の乱④ 瀬田橋の決戦 

14. 壬申の乱⑤ 天武・持統の政治 

 

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

事前に『日本書紀』の該当部分（現代語訳も可）を必ず熟読しておくこと（1 時間） 

適宜授業の内容に関して調査・探求を課すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への参加度(25%)/質疑討論への参加(25%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠山美都男、1997、『白村江―古代東アジア大戦の謎』、講談社 (ISBN:4–06–149379–5) 

2. 遠山美都男、1996、『壬申の乱―天皇誕生の神話と史実』、中央公論新社 (ISBN:4–12–101293–3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠山美都男、2013、『大化改新と蘇我氏』、吉川弘文館 (ISBN:978–4–642–06447–7) 

 

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） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 大樹(KIKUCHI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①日本中世の公家日記に関する輪読・研究 

②日本中世（特に院政期・鎌倉期）の研究書・学術論文の講読 

③参加者の研究報告（執筆中の草稿の検討・討論を含む） 

 

以上の三つを行う予定である。 

 

①について、講読史料については初回の授業で参加者とともに相談して決定する。具体的には、「四条天皇凶事記」（『後中

記』）、「亀山天皇凶事記」（『公衡公記』）など、天皇・公家の崩御関係の古記録を考えている。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。  

 

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） 

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。<BR>全ての評価方法において前期課程より

高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 1971~、『葉黄記１・２』、続群書類従完成会 (ISBN:978-4797102963) 

2. 2014、『公衡公記１～４』、八木書店 (ISBN:978-4840632881) 
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「四条天皇凶事記」「亀山天皇凶事記」などは未翻刻のため、教員から写本の利用について説明し、便宜を図る。刊本史料につ

いては、授業内で指示するので、それまで購入等の必要はない。 

 

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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■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） 
中尾 俊介(NAKAO SHUNSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

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。 

 

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。 

 

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%) 

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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■PC315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC315／日本史特論 Ｅ 

(Japanese History E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
屋良朝苗日記を読む 

担当者名 

（Instructor） 
冨永 望(TOMINAGA NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

場合は、報告の機会を設け、論文指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦後沖縄史概説１ 

2. 戦後沖縄史概説２ 

3. 輪読１ 

4. 輪読２ 

5. 輪読３ 

6. 輪読４ 

7. 輪読５ 

8. 輪読６ 

9. 輪読７ 

10. 輪読８ 

11. 輪読９ 

12. 輪読 10 

13. 輪読 11 

14. 輪読 12 

 

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

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

縄現代史』（中公新書、2015 年） 沖縄を題材としたテレビのドキュメンタリー番組や沖縄に関する新聞・テレビの報道についても

アンテナを張っておくことを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

輪読した部分は清書し、ワードファイルで提出する。すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 447 - 

■PC321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC321／東洋史特論 Ａ 

(Asian History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（14） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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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) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究進捗状況の把握 

2. 研究方法および研究計画の再検討 

3. 研究方法および研究計画の再検討 

4. 研究方法および研究全体の計画策定 

5. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

6. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

7. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

8. 論文執筆指導 

9. 論文執筆指導 

10. 論文執筆指導 

11. 論文執筆指導 

12. 論文執筆指導 

13. 論文執筆指導 

14. 論文執筆指導 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC323／東洋史特論 Ｃ 

(Asian History C) 

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） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

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） 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

日本建築史、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） 

授業で購読する文献は、初回授業で受講者と相談しつつ決める。 

 

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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■PC325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC325／東洋史特論 Ｅ 

(Asian History E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC326／東洋史特論 Ｆ 

(Asian History F) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC331／西洋史特論 Ａ 

(Western History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ宗教史を読む 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 清子(SATO SEIKO) 

学期 

（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） 

アメリカ合衆国宗教史に関する近年の研究書のクリティカル・リーディングを行う。基本的知識を身につけるとともに、議論の構成

や例の提示などを批判的観点から検証する訓練をする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読を行う。文献としては、 John G. Turner著 They Knew They Were Pilgrims: Plymouth Colony and the Contest 
for American Liberty (Yale University Press, 2020)を使用する。宗教的迫害を逃れたアメリカ「最初の」移住者、アメリカの自由の

体現者として伝説化された巡礼父祖たちの現実を、資料に即して明らかにした研究である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：ピルグリムの神話化と「キリスト教国」論 

3. Introduction、第 1 章 

4. 第 2 章、第 3 章 

5. 第 4 章、第 5 章 

6. 第 6 章、第 7 章 

7. 第 8 章、第 9 章 

8. 第 10 章、第 11 章 

9. 第 12 章、第 13 章 

10. 第 14 章、第 15 章 

11. 第 16 章、第 17 章 

12. 第 18 章、第 19 章 

13. Conclusion 

14. まとめ 

 

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

英語文献なので、事前に予習し単語レベルで不明点がないようにして受講すること。授業中は学生に口頭で訳を行ってもらうの

で、そのつもりで準備しておく。授業後は復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/毎回の授業参加(70%) 

1/3 をこえる欠席がある場合、基本的に単位認定しない。<BR>全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求め

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John G. Turner. 2020. They Knew They Were Pilgrims: Plymouth Colony and the Contest for American Liberty. Yale 

University Press (ISBN:0300225504) 

 

参考文献（Readings） 

1. デイヴィッド・D・ホール、2012、『改革をめざすピューリタンたち―ニューイングランドにおけるピューリタニズムと公的生活の変

貌』、彩流社 (ISBN:4779118409) 

2. 大西直樹、1998、『ピルグリム・ファーザーズという神話―作られた「アメリカ建国」』、講談社 (ISBN:4062581310) 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 454 - 

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） 
アメリカ宗教史を読む 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 清子(SATO SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国宗教史に関する近年の研究書のクリティカル・リーディングを行う。基本的知識を身につけるとともに、議論の構成

や例の提示などを批判的観点から検証する訓練をする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読を行う。文献としては、Katharine Gerbner 著、Christian Slavery: Conversion and Race in the Protestant Atlantic 
World （University of Pennsylvania Press, 2019）を読む。植民地期の環大西洋世界で活動したプロテスタントたちは当初、奴隷制

とキリスト教の両立に懐疑的だった。にもかかわらず、やがて奴隷のキリスト教化はすすみ、キリスト教による奴隷制の擁護が行

われるようになった。本書はこの過程を歴史的にたどり、アメリカにおける人種主義とプロテスタンティズムの結びつきの淵源を明

らかにしている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：南部奴隷制とキリスト教 

3. Introduction 

4. 第 1 章 

5. 第 2 章 

6. 第 3 章 

7. 第 4 章 

8. 第 5 章 

9. 第 6 章 

10. 第 7 章 

11. 第 8 章 

12. Epilogue 

13. BLM とアメリカ宗教史研究 

14. まとめ 

 

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

英語文献なので、事前に予習し単語レベルで不明点がないようにして受講すること。授業中は学生に口頭で訳を行ってもらうの

で、そのつもりで準備しておく。授業後は復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/毎回の授業参加(70%) 

1/3 をこえる欠席がある場合、基本的に単位認定しない。<BR>全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求め

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Katharine Gerbner. 2019. Christian Slavery: Conversion and Race in the Protestant Atlantic World. University of Pennsylvania 

Press (ISBN:0812224361) 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒崎 真、2015、『アメリカ黒人とキリスト教― 葛藤の歴史とスピリチュアリティの諸相』、ぺりかん社 (ISBN:4831530077) 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PC333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC333／西洋史特論 Ｃ 

(Western History C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中近世ヨーロッパ地域経済・産業の調査研究 

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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世から近世にかけてのヨーロッパ地域経済・産業を部門別に学ぶ。英語を含む専門文献の精読を基に解説と議論を行う。テー

マは，「農林水産業」と，「繊維産業およびその関連部門」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. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（１） 

3. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（２） 

4. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（３） 

5. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（４） 

6. 中近世ヨーロッパ農林水産業に関する文献精読・発表・議論（５） 

7. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（１） 

8. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（２） 

9. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（３） 

10. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（４） 

11. 中近世ヨーロッパ繊維産業およびその関連部門に関する文献精読・発表・議論（５） 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中近世ヨーロッパ地域経済・産業の調査研究 

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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世から近世にかけてのヨーロッパ地域経済・産業を部門別に学ぶ。英語を含む専門文献の精読を基に解説と議論を行う。テー

マは，「資源と地域産業」および「商業と企業」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. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（１） 

3. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（２） 

4. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（３） 

5. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（４） 

6. 中近世ヨーロッパにおける資源と地域産業に関する文献精読・発表・議論（５） 

7. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（１） 

8. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（２） 

9. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（３） 

10. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（４） 

11. 中近世ヨーロッパの商業と企業に関する文献精読・発表・議論（５） 

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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■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。 

 

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・ヒストリー」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. ゼバスティアン・コンラート、2021、『 グローバル・ヒストリー  批判的歴史叙述のために』、岩波書店 (ISBN: 9784000226448) 

2. リン・ハント、2016、『グローバル時代の歴史学』、岩波書店 (ISBN:978-4000226400) 

3. 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) 

4. ヤン・ド・フリース、2021、『勤勉革命』、筑摩書房 (ISBN:978-4480861375) 

 

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。 

 

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「21 世紀における歴史学の研究動向」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） 

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. 荒川正晴ほか（編）、2021、『岩波講座 世界歴史 第 1 巻 世界史とは何か』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-011411-0) 

2. 樺山紘一ほか（編）、1998、『岩波講座 世界歴史 第 1 巻 世界史へのアプローチ』、岩波書店 (ISBN:9784000108218) 

3. シドニー・ミンツ、2021、『甘さと権力―砂糖が語る近代史』、ちくま学芸文庫 (ISBN:9784480510488) 

4. ティモシー・ブルック、2014、『フェルメールの帽子  作品から読み解くグローバル化の夜明け』、岩波書店 

(ISBN:9784000246965) 
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5. 武井彩佳、2021、『歴史修正主義』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102664-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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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■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） 

 

 

  



 - 470 - 

■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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■PD202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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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■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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■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) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域研究を行う際の方法論を、人文地理学・文化人類学および関連する学問分野から学び、それを実際にどのように生かすかを

具体的に検討する。春学期の地域社会調査特殊研究Ａを履修した大学院生が継続して本授業を履修し、さらに修学を深化させ

る。したがって春学期の地域社会調査特殊研究Ａから継続して履修することが期待される。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者がそれぞれの関心と現在の研究テーマに即して順次発表を行う。複数の関連教員と専攻の大学院生全員が常に出席し

て討議を重ねる。発表は学会や研究会での口頭発表に準ずるものとなるよう、発表者は資料の提示や論旨の組み立て、研究の

位置づけなどにおいて、それぞれ説得力を発揮することが期待されている。修士論文執筆、各種学会誌への投稿、各種研究学

会での発表に向けて、日程を調整しながら内容の高度化を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １ 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

事前に指導教員と十分な打ち合わせをしておくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論(40%)/発表方法・内容(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地域社会調査実習 Ａ 

(Practice on Area Survey A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域に根ざした人々の生活、社会、文化について、フィールドワークを通じて実証的に解明するための理論と方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な調査地域を設定して、各自が興味･関心のあるテーマについて文献学習を行う。そのうえで、発表と議論を通じて、フィー

ルドワークの理論と方法に関する理解を深め、現地調査に向けて準備を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本授業の目的や進め方などを説明したうえで、各自の興味･関心に即して現地調査のテーマや役割分担を決

める。またこの時に履修の登録を行うので、必ず出席すること。 

2. 研究テーマ･分担の確定／各自の発表を踏まえて、現地調査でのグループと詳細なテーマ、各自の分担を決める。 

3. 研究発表１／グループごとに文献研究の成果や調査計画を発表し、全体での議論を通じて内容の深化を図る。 

4. 研究発表２／同上。 

5. 研究発表３／同上。 

6. 研究発表４／同上。 

7. 研究発表５／同上。 

8. 研究発表６／同上。 

9. 研究発表７／同上。 

10. 研究発表８／同上。 

11. 研究発表９／同上。 

12. 現地調査１／役所や関係機関に挨拶および調査便宜供与の依頼。その後、各自がフィールドワークを行い、ミーティングで

報告する。なお、交通費・食費・宿泊費などは自己負担になる。 

13. 現地調査２／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

14. 現地調査３／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

 

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

調査地域の郷土史料や、各自の調査テーマに関する文献を調べ、できるだけ精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表や議論への参加(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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介し、一部は教員が準備のうえ貸し出す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は「その他登録」のため、第 1 回の授業時に履修の登録申請を行う。そのため、履修希望者は必ず初回の授業に出席

すること。なお、ここで履修の申し込みをすると、秋学期の地域社会調査実習 B も自動的に履修登録される。フィールドワークを

実施することを考慮し、履修希望者が多数の場合には、受講者を選考することもある。また、コロナの感染状況により、フィールド

ワークの実施や方法に変更が生じることもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■PD312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地域社会調査実習 Ｂ 

(Practice on Area Survey B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS7630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域に根ざした人々の生活、社会、文化について、フィールドワークを通じて実証的に解明するための理論と方法を学ぶ。また、

報告書を作成することで論文執筆の基礎を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の地域社会調査実習 Aの学習を踏まえて、各自が自身のテーマに即してフィールドワークを行い、報告書を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本授業の目的や進め方などを説明する。地域社会調査実習 Aの学習を踏まえて、調査の実施計画を練るの

で、受講者は必ず出席すること。 

2. 本調査の準備１／文献学習や予備調査の成果を踏まえて、フィールドワークの実施計画を、全体討論により決定する。 

3. 本調査の準備２／同上。 

4. 現地調査１／役所や関係機関に挨拶およびフィールドワークの便宜供与依頼。その後、各自がフィールドワークを行い、ミ

ーティングで報告する。なお、交通費・食費・宿泊費などは自己負担になる。 

5. 現地調査２／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

6. 現地調査３／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

7. 現地調査４／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

8. 報告書作成１／各グループが調査報告を行い、そのまとめ方について全体討議を繰り返しつつ、論文の執筆を進めていく。 

9. 報告書作成２／同上。 

10. 報告書作成３／同上。 

11. 報告書作成４／同上。 

12. 報告書作成５／同上。 

13. 報告書作成６／同上。 

14. 報告書作成７／同上。 

 

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

文献学習や予備調査の成果を整理したり、入手した資料や統計を分析したりして、各自フィールドワークに向けて準備を進めて

おくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表や議論への参加(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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介し、一部は教員が準備のうえ貸し出す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、地域社会調査実習 A（春学期）の学習や予備調査の成果をもとに発展させるものである。本授業は「その他登録」で

あり、春学期の地域社会調査実習 Aの第 1 回授業時に、地域社会調査実習 Aおよび B の履修申請を行う必要がある。そのた

め、履修希望者は春学期初回授業のガイダンスに必ず出席すること。なお、コロナの感染状況により、フィールドワークの実施や

方法に変更が生じることもある。 

 

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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■PF105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF110／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
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■PF112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF112／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF113／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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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■PF153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
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■PF155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF160／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 509 - 

■PF161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF161／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF162／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF163／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 514 - 

■PF203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
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■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） 
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■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） 
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■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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■PF251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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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■PF253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 

 

 

  



 - 532 - 

■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） 

 

 

  



 - 534 - 

■PF261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF261／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 535 - 

■PF262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF262／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF263／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF301／教育哲学基礎研究 

(Studies in Philosophy of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱いますが、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、ベ

ル・フックスの『破戒教育：自由の実践としての教育』とワルター・コーハン『子ども性、教育と哲学』を挙げておきますが、受講者か

ら共同して文献講読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げます。また修士論文に関連する発表を定期的に行いま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめと振り返り 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(複数回)(70%) 

最終レポートはかならず提出すること。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. Hooks, B.. 2017. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Dev Publishers & Distributors 

(ISBN:1138299847) 

2. Kohan, W.. 2015. Childhood, Education and Philosophy. Routledge (ISBN:9781138712980) 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の教育に関わる歴史的視点を養い、研究到達点の確認、課題設定方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術、史料読解

に関わる知識などを習得する。特に一次史料の収集、読解に重点を置き、前期課程よりも高い水準で研究能力を身につけること

を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代の教育制度政策史や教育に関わる、あるいは教育を取り巻く諸事実に関する研究を検討し、教育史研究における研究

到達点、課題設定方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術などを習得する。テキストや論文を読み、関連する史料を収集し、

読解するなどの作業を通して、受講者の課題意識、方法意識を明確にする。「教育」が形作られていく過程を、幅広い観点から捉

え、検証することを心がけたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と史料読解 1 

3. 文献講読と史料読解 2 

4. 文献講読と史料読解 3 

5. 文献講読と史料読解 4 

6. 文献講読と史料読解 5 

7. 文献講読と史料読解 6 

8. 文献講読と史料読解 7 

9. 文献講読と史料読解 8 

10. 文献講読と史料読解 9 

11. 文献講読と史料読解 10 

12. 文献講読と史料読解 12 

13. 文献講読と史料読解 13 

14. 文献行動および史料読解の総括 

 

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

講読文献をあらかじめ読み込んでおくこと。 

関連資史料の検索、調査、確認などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/発表および資料の内容(40%)/質疑への参加(20%) 

全ての評価方法において、前期課程より高い到達水準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。受講者のテーマに合わせて適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 花井信、2000 年、『論文の手法 日本教育史研究法序説』、川島書店 (ISBN:9784761007188) 

2. 古田島洋介、2013 年、『日本近代史を学ぶための文語文入門 漢文訓読体の地平』、吉川弘文館 (ISBN:9784642080934) 

3. 佐藤秀夫、2004 年、『教育の文化史』１（学校の構造）、阿吽社 (ISBN:9784900590809) 

4. 佐藤秀夫、2005 年、『教育の文化史』２（学校の文化）、阿吽社 (ISBN:9784900590816) 

5. 日本近代教育史料研究会編、2014-2016 年、『編集復刻日本近代教育史料大系 公文類聚』第 21 巻-第 41 巻、龍渓書舎 

6. 教育史学会編、2018、『教育史研究の最前線Ⅱ』、六花出版 (ISBN:9784866170428) 

 

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

 

 

  



 - 541 - 

■PF307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF307／教育社会学基礎研究 

(Studies in Sociology of Education) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

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

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

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. Norman K. Denzin. 2018. Performance Autoethnography: Critical Pedagogy and the Politics of Culture. Routledge 

 

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） 
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） 

教育方法学がその射程とする、授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論などの、基本的な理論枠組みを獲得する。その上

で、それぞれの研究テーマ、問題意識を、教育方法学の理論的枠組みから照らし返すことによって、一層深めることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポスト近代社会において、初等教育から高等教育にいたるまで、さまざまな能力が、経済先進諸国で共通して教育目標に掲げら

れ、評価されるようになってきた。このような「新しい能力」の登場は、OECD が実施する PISAの影響が大きい。これまでの知識

重視型とも、態度重視型とも異なる学力／能力が、現代に生きる子どもから成人に至るまですべての人間に必要とされているの

である。この「新しい能力」の内実とそれに基づいた国内外の教育改革の動向およびそのような動向に対する批判的検討を、本

研究では行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. まとめ 

 

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

指定されたテキストの論文あるいは講義中に配布した資料などを毎回必ず読み、議論したい点などをもって毎回の授業に臨むこ

と 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ゼミでの発表(30%)/ゼミでの議論への参加(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で講読する文献については、受講生の専門や興味に応じてその都度配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある 

 

注意事項（Notice） 
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■PF313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF313／社会教育学基礎研究 

(Studies in Adult and Community Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「戦後教育学」に入門する 

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） 

「戦後教育学」の基本的な性格、理論と歴史について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

神代健彦編『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』（かもがわ出版、2021 年）を検討し、「戦後教育学」の歴

史、理論と方法について学びます。その後は同書の内容に関連するいくつかの論文を検討します。検討する論文に関しては学生

の興味関心や研究テーマに応じて決めていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「はじめに」 

3. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「「国民の教育権」論」 

4. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「「私事の組織化」論」 

5. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「「地域と教育」論」 

6. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「公害教育論」 

7. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「青年期教育論」 

8. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「発達論」 

9. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「教育的価値論」 

10. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「民主教育論」 

11. 『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』の検討 

「障害児教育論」 

12. 戦後教育学に関する研究論文の検討 

13. 戦後教育学に関する研究論文の検討 

14. 戦後教育学に関する研究論文の検討 

 

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

毎回受講生からレポーターを決めて発表してもらいます。扱う文献についてはレポーター以外も各自読んで予習をしておいてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての発表・授業への取り組み・コメントなどにおける貢献度(70%)/書評レポート(30%) 

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. 神代健彦（編）、2021、『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学』、かもがわ出版 (ISBN:978-4-7803-1172-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で別途紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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。 

 

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) または Filomeno V. Aguilar Jr.著  Migration Revolution (NUS press 2014) 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） 
黒川紀章における「共生」の思想と近代仏教 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の必要性を理解する。 

（3）黒川紀章と近代仏教の関係を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の一環として、今年度は、建築家である黒川紀章（1934-2007）の文献を講読する。黒川

の「共生」思想は、彼が中高時代に学んだ、浄土宗の僧侶である椎尾弁匡（1876-1971）の影響のもとに形作られたものである。

この授業では、黒川の生涯を二次資料によって確認しつつ、黒川の代表的著作『共生の思想』などを講読する。その後は遡って

椎尾の著作を検討し、両者の影響関係を考察することにしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育思想史、教育哲学の研究動向について、研究の進め方 

3. 近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の動向について（1）：宗教学領域の研究成果 

4. 近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の動向について（2）：眞壁・渡辺らの研究グループの研究成果 

5. 黒川紀章の論文を読む 

6. 『メディア・モンスター 誰が「黒川紀章」を殺したのか？』講読（1）：1-2 章 

7. 『メディア・モンスター 誰が「黒川紀章」を殺したのか？』講読（2）：3-4 章 

8. 『メディア・モンスター 誰が「黒川紀章」を殺したのか？』講読（3）：5-6 章 

9. 受講者の研究テーマの中間報告（1） 

10. 黒川の著作を読む：（『共生の思想』を予定。1/4） 

11. 黒川の著作を読む：（同上、2/4） 

12. 黒川の著作を読む：（同上、3/4） 

13. 黒川の著作を読む：（同上、4/4） 

14. 受講者の研究テーマの中間報告（2）、春学期のまとめ 

 

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

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。レジュメをどのように作れば良いかはモデルを示しながら序盤の授業で指導す

る。 

（3）黒川の設計した代表的な建築物のひとつである「中銀カプセルタワー」は今年取り壊されることが決まっている。どこかで一度

見に行ってみてほしい。乃木坂の「国立新美術館」も晩年の黒川の作品である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(70%) 

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. 曲沼美恵、2015、『メディア・モンスター：誰が「黒川紀章」を殺したのか？』、草思社 (ISBN:9784794221193) 

黒川の著作は、古書の購入をお願いする可能性がある。了解の上受講されたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷栄一ほか編、2016、『近代仏教スタディーズ： 仏教からみたもうひとつの近代』、法蔵館 (ISBN:9784831855435) 

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） 
発達障害の当事者研究から教育を考える 

担当者名 

（Instructor） 
綾屋 紗月(AYAYA SATSUKI) 

学期 

（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） 

【授業の目的】 

１．文学研究科学位授与方針に掲げる「自らの学問的営為や成果を踏まえながら、現代社会において出会うであろう多様な事態

に対して臨機応変に対応できる柔軟な発想力」「未知の問題の発掘や、既知の問題に対する新しい接近法・解決法の発見」「自ら

切り開いた知見を、それにふさわしい表現スタイルによって、説得的に表現できる能力」を実現する。 

 

２．多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている児童・生徒に対して、本人の可変性／不変性を探究し続ける態度、およ

び、環境側の可変性／不変性を検討し続ける態度を身につける。 

 

【授業の目標】 

１）発達障害へのスティグマ（偏見など）が教育実践に与える影響に意識をめぐらし、スティグマを生み出す構造について考察す

る。 

 

２）個人の可変性／不変性の境界を探る先行研究として発達障害の当事者研究を知る。 

 

３）発達障害当事者の身体的特徴を踏まえて支援の在り方を探究する態度を身につける。 

 

４）マイノリティ当事者による運動の系譜を背景に持つ取り組みとして当事者研究を理解し、教育実践への応用方法を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育には、可変性と不変性―どこまで本人が変化（発達・成長・学習）できるのか否か―という課題に向きあい続けるという一面

がある。しかし特に児童・生徒が多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている場合、どこまで多数派と同じゴールを目指し、

どこから独自の道を進んでいくのか、可変性と不変性の境界線の探究を常に突きつけられ続けることになる。この授業では、その

ような課題に対する１つの在り方として発達障害の当事者研究を取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【A 講義の全体像と中核となる理念・思想】 

１．イントロダクション：自己紹介・授業の流れ・発表担当決定 

             発達障害におけるスティグマ／障害の社会モデル 

   テキストなし 

2. ２．発達障害当事者に必要なつながり：自己身体／社会／過去の自分／仲間 

   テキスト：綾屋 2022「当事者が拓く『知』の姿：ある自閉スペクトラム者の観点から」認知科学 29(2) 

3. ３．自閉スペクトラム症診断の限界 

   テキスト：綾屋 2022「診断の限界を乗り越えるために」臨床心理学 22(1) 

4. ４．当事者が仲間とつながるための支援 

   テキスト：綾屋 2020「身体とつなぐ 仲間とつなぐー自閉スペクトラム当事者の視点から」． 

         編著：大倉得史・勝浦眞仁．『心理師、関係者、当事者のための実践テキスト  

         発達障碍のある人と共に育ち合う 「あなた」と「私」の生涯発達と当事者の視点』 

         pp.255-281．金芳堂． 

5. 【B 「コミュニケーション障害」の手前にある身体的特徴】 

５．発達障害の当事者研究１：まとめあげ困難仮説 

6. ６．発達障害の当事者研究２：うまく読めない・話せない 

7. ７．発達障害の当事者研究３：こだわりの強さ・ぐるぐる思考 

   第 5～7 回テキスト： 

    綾屋・熊谷 2008『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』医学書院 

 

   第 5～7 回サブテキスト： 
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    綾屋 2013「アフォーダンスの配置によって支えられる自己 

           ―ある自閉スペクトラム当事者の視点より」 

          河野哲也（編）『知の生態学的転回 3 倫理――人類のアフォーダンス』 

          pp.155-180．東京大学出版会 

 

    綾屋 2013「当事者研究と自己感」石原孝二（編）『当事者研究の研究』 

          pp.177-216． 医学書院 

8. ８．発達障害の当事者研究４：ジェンダー規範へのなじめなさ 

   テキスト：綾屋 2020「ジェンダー化されにくい私の身体」． 

         責任編集：長田杏奈『エトセトラ vol.3』．pp.48-52．エトセトラブックス 

 

サブテキスト：綾屋 2012「発達障害とジェンダーの交差するところ」アスペハート 30 pp.28-37． 

9. 【C 情報保障の観点から取り組む合理的配慮】 

９．発達障害の情報保障１：身体にちょうどいいコミュニケーション・デザイン 

   テキスト：綾屋 2016「発達障害の当事者研究―情報保障の観点からの考察」石原孝二・河野哲也・ 

         向谷地生良（編著）『精神医学と当事者』pp.206-224．東京大学出版会 

10. 10．発達障害の情報保障２：ソーシャル・マジョリティ研究 

   テキスト：綾屋 2018「はじめに」綾屋紗月（編著） 

         『ソーシャル・マジョリティ研究：コミュニケーション学の共同創造』pp.1-22．金子書房 

11. 【D 傷の記憶と時間感覚】 

11．発達障害の当事者研究５：傷つきの記憶が憂いに変わるまで 

   テキスト：綾屋 2019「傷を拓く」臨床心理学 19（1） 

 

サブテキスト：上岡・大嶋 2010『その後の不自由―「嵐」のあとを生きる人たち』 医学書院 

12. 【E 教育実践における当事者研究の応用】 

12．当事者研究の方法 

   テキスト：綾屋 2019「当事者研究を体験しよう！――ワークシートを用いた実践」 

         熊谷晋一郎（責任編集）『当事者研究をはじめよう』pp.88-105．金剛出版 

13. 13．当事者研究の理念 

   テキスト：綾屋 2017「当事者研究をはじめよう！――当事者研究のやり方研究」 

         熊谷晋一郎（責任編集）『みんなの当事者研究』pp.73-99．金剛出版 

14. 14．当事者研究の歴史 

   テキスト：綾屋 2019「当事者研究が受け継ぐべき歴史と理念」 

         熊谷晋一郎（責任編集） 『当事者研究をはじめよう』pp.6-13．金剛出版 

 

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

予習：指定されたテキストを事前に読む  

復習：各回終了後（2～3 日以内）に小レポート（コメント：300～400 字）を提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

①指定されたテキストを選び各人の関心や問題意識に引きつけて研究を深めて発表する［採点基準：テキストに関する理解の正

確さを踏まえた自身の専門分野におけるオリジナルかつ説得的な展開］(40%)/②毎回の小レポート（コメントペーパー）の内容［採

点基準：テキストに関する理解の正確さ、および、学んだ内容・テーマ・問いに応じた自身の考察が深く記述されている］(35%)/③

授業への参加態度［採点基準：発表者に敬意をもって忌憚なく、協力的に議論をおこなう姿勢 （減点対象：遅刻、私語、他用を行

う、進行妨害・不参加など）〕(25%) 

※2/3 以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。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. 綾屋紗月・熊谷晋一郎、2008、『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』、医学書院 (ISBN:9784260007252) 

2. 熊谷晋一郎（責任編集）、2017、『みんなの当事者研究』、金剛出版 (ISBN:9784772415712) 

3. 綾屋紗月（編著）、2018、『ソーシャル・マジョリティ研究―コミュニケーション学の共同創造』、金子書房 (ISBN:9784760826681) 

4. 熊谷晋一郎（責任編集）、2019、『当事者研究をはじめよう』、金剛出版 (ISBN:9784772417150) 

5. 大倉得史・勝浦眞仁（編著）、2020、『心理師、関係者、当事者のための実践テキスト 発達障碍のある人と共に育ち合う 「あ

なた」と「私」の生涯発達と当事者の視点』、金芳堂 (ISBN:9784765318464) 

 

参考文献（Readings） 

1. 上岡陽江・大嶋栄子、2010、『その後の不自由―「嵐」のあとを生きる人たち』、医学書院 (ISBN:9784260011877) 

2. 河野哲也（編）、2013、『知の生態学的転回 3 倫理――人類のアフォーダンス』、東京大学出版会 (ISBN:9784130141338) 
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3. 石原孝二（編）、2013、『当事者研究の研究』、医学書院 (ISBN:9784260017732) 

4. 石原孝二・河野哲也・向谷地生良（編著）、2016、『精神医学と当事者』、東京大学出版会 (ISBN:9784130141833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・本講義では主にテキスト輪読をおこなう。資料の一部を共有する際には BlackBoardを使用する。 

 

・このシラバスでは受講生の選択肢を広げるために全 14 回の授業計画を記載したが、受講生の人数および興味関心によって取

り扱わないテーマが生じたり、時間配分が増減したりする可能性がある。 

 

・授業の流れは以下を予定している。 

 

 ①初回に受講生の関心や問題意識に合わせて、発表担当と順番を決める。 

 

 ②各回、事前に受講生全員が指定されたテキストを読む。 

 

 ③発表者は指定されたテキスト（できればサブテキストも含む）の内容を踏まえた上で、自身の関心や問題意識に引きつけて展

開した内容を発表する（約 40～50 分）。 

  ※発表方法はパワーポイントの使用、レジュメの配布など、発表者が慣れたスタイルでよい。 

 

 ④講師からのコメント、発表者への質疑応答、および受講生全員でのディスカッションをおこなう。 

 

 ⑤各回終了後、受講生全員、指定された期日（講義の 2～3日後）までに小レポート（300～400 字）を講師に提出する。 

 

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） 
若者支援の臨床教育社会学２ 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 正義(KOGA MASAYOSHI) 

学期 

（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） 

困難を有する若者の調査研究方法（インタビュー、観察、パネル調査など）を学習し、臨床的な研究の可能性を考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

自分自身の調査経験を踏まえ、進路多様校・低ランク校調査や卒業後の追跡調査、中途退学者調査、ひきこもり家族調査、少年

院参与調査、困難系若者全国調査など、順次、支援の必要な若者の調査研究を紹介していき、ディスカッションする 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 臨床的な調査にトライする （「質的調査法を学ぶ人のために」の論考） 

2. 構築主義的なフィールド調査を考える （「社会学評論」の論考） 

3. ひきこもり家族のインタビュー研究の方法 （「ひきこもりと家族の社会学」） 

4. ひきこもり家族のインタビュー研究の成果 （「ひきこもりと家族の社会学」） 

5. 都立高校中途退学者追跡調査の方法 （「教育社会学研究」の排除特集の論考） 

6. 都立高校中途退学者追跡調査の成果 （「教育社会学研究」の排除特集の論考） 

7. 低ランク高校卒業生追跡調査の方法 （「現代思想」就活特集の論考） 

8. 低ランク高校卒業生追跡調査の成果 （「現代思想」就活特集の論考） 

9. 少年院参与観察調査の方法 （「現代社会の少年院教育」） 

10. 少年院参与観察調査の成果 （「現代社会の少年院教育」） 

11. 教育困難高校参与観察研究の方法 （「教えることのエスノグラフィー」） 

12. 教育困難高校参与観察研究の成果 （「教えることのエスノグラフィー」） 

13. 若者問題の脱構築による支援の見直し （「教育社会学のフロンティア２」の論考） 

14. 社会に貢献する多様な調査研究 （放送大学「現代社会の児童生徒指導」） 

 

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

配布資料や視聴用 VTRなどを予習しておくこと 

質問や意見などを整理して、デスカションできる状態で授業に臨むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(20%)/毎回の授業での発表(70%) 

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. 古賀正義 ほか編、2018、『現代社会の児童生徒指導』、放送大学教育振興会 

2. 古賀正義 ほか編、2018、『ひきこもりと家族の社会学』、世界思想社 

3. 古賀正義 ほか編、2012、『現代社会の少年院教育』、名古屋大学出版会 

4. 古賀正義 ほか編、2008、『質的調査法を学ぶ人のために』、世界思想社 

5. 好井裕明 編、2016、『排除と差別の社会学』、有斐閣 

古賀正義『教えることのエスノグラフィー』 金子書房 2004 ISBN：9784760892624 

学内書店での扱いなし。必要箇所はコピーを配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 稲垣・内田 編、2018、『教育社会学のフロンティア２』、岩波書店 

2. 志水・北村 編、2016、『第２巻 社会のなかの教育（講座『教育 変革への展望』）』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
質的研究法概論 

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） 

教育学や教育心理学において近年注目されている質的研究法に関し、その多様な理論的基礎を概観し、より質の高い研究を行

うための手続きの理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半では、多様な質的研究法の理論について学んだ後、インタビュー研究を例にとってその過程をたどって必要となるス

キルを身につける。学期の後半では文献にあたり、質の高い質的研究論文を書くための基準について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of qualitative research 

2. Background of qualitative research (1) 

3. Background of qualitative research (2) 

4. Collecting qualitative data 

5. Reading and interpreting qualitative data 

6. Initial coding of qualitative data 

7. Making categories from qualitative data 

8. Constructing a story from qualitative data 

9. Reporting Standard (1) 

10. Reporting Standard (2) 

11. Reporting Standard (3) 

12. Reporting Standard (4) 

13. Evaluating qualitative research papers 

14. Wrap up 

 

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

テキストには必ず目を通してから授業を受けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(20%)/レジュメ１(20%)/レジュメ 2(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. Levitt, H. M.. 2020. Reporting qualitative research in psychology. American Psychological Association (ISBN:9781433830037) 

必要箇所のコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 能智正博、2011、『質的研究法』、東京大学出版会 (ISBN:9784130151368) 

 

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） 
モチベーションの教育心理学 

担当者名 

（Instructor） 
鹿毛 雅治(KAGE MASAHARU) 

学期 

（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） 

教育心理学におけるモチベーションの理論を理解することがねらいです。 

 

授業の内容（Course Contents） 

モチベーション理論の概略と各論を扱います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 教育における学習者のモチベーション 

3. 認知論的アプローチ（１）価値と目標 

4. 認知論的アプローチ（２）期待と自己概念 

5. 認知論的アプローチ（３）認知プロセスと動機づけ 

6. 感情論的アプローチ（１）感情のメカニズム 

7. 感情論的アプローチ（２）興味と不安 

8. 欲求論的アプローチ（１）欲求のメカニズム 

9. 欲求論的アプローチ（２）自己決定理論 

10. 欲求論的アプローチ（２）パーソナリティと社会的欲求 

11. 環境論的アプローチ（１）学習環境と教育実践 

12. 環境論的アプローチ（２）教育環境のデザイン 

13. 環境論的アプローチ（３）教育環境のダイナミズム 

14. 「モチベーションの教育心理学」を問う 

 

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

必要に応じて指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/参加(25%)/発表(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. 鹿毛雅治、2013、『学習意欲の理論－動機づけの教育心理学』、金子書房 (ISBN:978-4760823796) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿毛雅治、2022、『モチベーションの心理学』、中公新書 (ISBN:978-4121026804) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF345／教育学特論 ５ 

(Seminar in Educational Research 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

近代日本における親の教育の権利と義務と家族および女性に関する言説・制度 

The system and discourse of parental right, family, women in modern Japan 

担当者名 

（Instructor） 
広井 多鶴子(HIROI TAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代以降の日本社会において、親の教育責任と家族、女性（母親）がいかに捉えられ、いかに制度化されてきたのかを明らかに

する。また、これらを捉えるための研究方法について把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、親が子どもの教育に責任を持つことは当たり前のものと見なされ、親の責任を前提に教育や福祉など様々な制度が形成さ

れている。だが、親の教育責任は近代化の過程で形成されたものであり、その背景には家族・家庭を基盤とした国民国家の形成

がある。 

この授業では、明治以降の近代化の過程で、親に子どもの教育責任を負わせる制度がどのように形成されてきたかを分析する

とともに、今日の児童虐待や子どもの貧困、不登校などの問題において親子関係がどのように捉えられ、どのように近代の制度

が変容しようとしているのかを考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー授業の進め方と研究方法 

2. 戦前の児童虐待ー児童虐待防止法（1933 年）の制定 

3. 児童虐待問題の登場ー児童虐待防止法（2000 年）の制定 

4. 児童虐待の原因論 

5. 親権の誕生 

6. 親権の形成 

7. 良妻賢母論と主婦の形成 

8. 親の教育義務・責任 

9. 成人年齢の捉え方 

10. 長期欠席、登校拒否、不登校 

11. 子どもの貧困問題と貧困対策 

12. 家族概念の形成 

13. 家族関係の変容―家族の個人化とフェミニズム 

14. リフレクションとまとめ 

 

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

各自指定された論文を読み、ポイントと疑問点をまとめる。 

レポート担当者は発表資料を作成する。 

授業の最終レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発表(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） 

授業中に論文を指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 上野千鶴子、2018、『情報生産者になる 』、ちくま書房（新書） (ISBN:978-4480071675) 

2. 小山静子・小玉亮子編、2019、『子どもと教育 (家族研究の最前線)』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4818825154) 

3. 大桃敏行・背戸博史編、2020、『日本型公教育の再検討』、岩波書店 (ISBN:978-4000614122) 

4. 広井多鶴子・小玉亮子、2010、『現代の親子問題ーなぜ親と子が「問題」なのか』、日本図書センター (ISBN:978-4284304412) 

5. 広井多鶴子編著、2021、『下田歌子と近代日本―良妻賢母論と女子教育の創出』、勁草書房 (ISBN:978-4326603398) 

6. 山野良一、2014、『子どもに貧困を押しつける国・日本』、光文社（新書） (ISBN:978-4334038212) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF346／教育学特論 ６ 

(Seminar in Educational Research 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的調査法の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
額賀 美紗子(NUKAGA MISAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的方法論の特長と多様なアプローチについて学び、質的方法を使って研究論文を執筆するための知識とスキル獲得をめざ

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は以下の３つによって構成される。 

１）質的方法論の基本的知識に関するレクチャーとディスカッション 

２）質的方法論を使った文献についてのディスカッション 

３）参与観察・インタビューの実践およびデータ分析 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：質的研究法の特長・リサーチデザイン・発展の経緯 

2. 参与観察を行う：現場のメモからフィールドノーツへ 

3. フィールドノーツを書く①：何をどう見てどのように書くのか 

4. フィールドノーツを書く②「分厚い記述」 

5. 質的テキストを分析する：コーディングとグラウンデッドセオリーアプローチの実践 

6. 研究者のポジショナリティ、リフレクシヴィティと研究倫理 

7. 研究計画を立てる 

8. 話を聴く：半構造化インタビュー、ライフストーリー、生活史調査 

9. グループプロジェクト：インタビューテーマの設定とインタビューガイドの作成 

10. インタビューの技法：授業内ミニ実践 

11. インタビューを使った文献講読 

12. インタビューの分析①：コーディング 

13. インタビューデータの分析②：仮説生成へ 

14. インタビュープロジェクトの発表 

 

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

フィールドノーツの作成やインタビューデータの収集が求められます。また、ディスカッションの多い授業になるので積極的に参加

してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/通常の授業における複数回の課題提出(50%)/出席および授業参加度(10%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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 

4. 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 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
山名 淳(YAMANA 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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋の教育学において用いられる諸概念や問題構成を基盤として、教育や人間形成の問題を歴史的かつ体系的に論じることが

できる。より具体的に言えば、本授業を通して、受講生は(1)「アートと教育」について論じるための基礎概念および問題構成を習

得することができる。(2)「アートと教育」という主題との関連で、現代社会における教育について批判的に論じる基本的な構えを身

につけることができる。(3)以上のことを前提としつつ、各受講生の個人研究を批判的に再検討する一視点を得ることができる。た

だし、前期課程よりもより高度な目標達成が求められる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「アート」「モノ」「メディア」をキーワードに設定した教育哲学の共同研究の成果が刊行された（今井康雄編『モノの経験の教育学』

東京大学出版会、2021 年）。本書は、教育とアートを関連づけて議論する際の重要なポイントを示してくれている。 

制作活動で何が学ばれるのか、アートはどのようにして学ばれるのか。教育においてアートはどのような働きを有しているか。確

かな知識へと導く営みとしての教育にとって、そのような知識を揺さぶる要素（＝モノ）の意味はどこにあるか。本授業では、この

テクストの読解を中心にしつつ、教育哲学の立場から「アートと教育」を論じることの意義と課題を探る。前期課程よりもより高度

な内容理解が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 本授業の概要説明 

2. テキスト第１章を読む 

3. テキスト第２章を読む 

4. テキスト第３章を読む 

5. テキスト第４章を読む 

6. テキスト第５章を読む 

7. テキスト第７を読む 

8. テキスト第８章を読む 

9. テキスト第９章を読む 

10. テキスト第１０章を読む 

11. テキスト第１１，１２章を読む 

12. 応用事例研究１ 

13. 応用事例研究２ 

14. 応用事例研究３ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業におけるプレゼンテーション・ディスカッション(60%) 

ただし、前期課程よりもより高度な基準で評価される。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 今井康雄編、2021、『モノの経験の教育学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-051360-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山名淳・矢野智司編、2017、『災害と厄災の記憶を伝える』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-25120-9) 

2. 渡辺哲男他編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃陽書房 (ISBN:978-4771031623) 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特別な前知識を必要としませんが、積極的に議論に参加していただくことを希望します。 

 

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） 
教育学における社会調査／量的調査を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 健(ENDO 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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では教育学分野で実施される量的な社会調査について、基礎から学び、履修者自身が社会調査の意義や方法を理解

し、自ら仮説を立て、データを分析し、結果をまとめることができる能力を身につけることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の内容は、授業の目標達成に向けて①基礎理解、②調査企画・分析方法の理解、③実践の３部構成となります。なお、各履

修者の研究関心や調査方法の理解度、修得度を充分に考慮して進め、復習や補習用のオンデマンド教材も用います。 

第一部では、社会調査の基礎や社会調査を取り巻く状況を概説します。 

第二部では、調査の企画・分析方法について概説します。 

第三部では、授業内で利用できるデータを実際に使用し、分析を行い報告書をとりまとめます（授業内で調査自体は行いませ

ん）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業全体の目標や内容、進め方を説明します。履修者のテーマや関心、社会調査の理解度や修得度

もヒアリングします。 

2. 社会調査の基礎①：社会調査を取り巻く状況（科学的根拠の重要性、研究倫理等）について概説し、社会調査の意義を説

明します。※参考：「社会と調査」第 21 号 特集：エビデンス・ベースド・ポリシーと教育調査、同第 12 号 特集：社会調査と

データの利用をめぐる研究倫理の動向 

3. 社会調査の基礎②：社会調査をはじめる前の作業（先行調査の整理など）について説明します。※参考：「社会と調査」第８

号 特集：データ・アーカイブと二次分析の最前線、同 27 号 特集：社会調査の再現可能性とデータ標準 

4. 社会調査の基礎③：社会調査でどのような事が明らかにできるのか概説します。※参考：「社会と調査」第 17 号 特集：社

会調査と政策のあいだ  

5. 調査の企画・分析方法①：調査の企画を具体化する手順（仮説の設定等）を説明します。 

6. 調査の企画・分析方法②：実際の調査の進め方について説明します。※参考：「社会と調査」第２号 特集：調査のフィール

ドとしての学校 

7. 調査の企画・分析方法③：サンプリングの考え方や方法について説明します。※参考：「社会と調査」第 5 号 特集：回収率

を考える 

8. 調査の企画・分析方法④：調査票の作成手順や方法を説明します。 

9. 調査の企画・分析方法⑤：収集したデータの整理（データクリーニング等）について説明します。 

10. 調査の企画・分析方法⑥：データを分析するにあたっての基礎（単純集計、クロス集計等）を説明します。 

11. 分析実践①：これまでの授業を踏まえ、問題関心と仮説の設定、データ分析について実践します。 

12. 分析実践②：これまでの授業を踏まえ、単純集計票を作成します。 

13. 分析実践③：これまでの授業を踏まえ、報告書としてとりまとめ、履修者間で批判的に検討します。 

14. 分析実践④：前回授業の振り返りを踏まえ、修正報告書をとりまとめ報告します。 

 

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

第１部、第２部では、テキストの予習を必須とし、担当履修者は該当章を要約する。復習は、授業後に設定する小テストにて理解

度を確認し、知識の定着を図ります。 

第３部では履修者が事前にある程度の分析や報告書のとりまとめを実践したことを前提に授業を行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の小テスト(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. 森岡清志、2007（第 2 版は 2016）、『ガイドブック社会調査（第 2 版）』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460) 
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参考文献（Readings） 

「社会と調査」（社会調査協会）各号も参考とする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修にあたっては、各人の社会調査への理解度や分析スキル等は問いません。初学者の方も歓迎します。 

データ分析にあたっては、授業の教育として利用可能なデータ（できるだけ履修者の関心に違いデータを想定）を分析し、とりまと

めてもらう予定です。 

分析ソフトは授業では IBM の SPSSを使用する予定です。大学への利用申請等によって利用できる環境にしてください（初回の

授業でも確認します）。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 565 - 

■PG103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 566 - 

■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） 
家永 香織(IENAGA KAORI) 

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） 
尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

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） 

 

 

  



 - 569 - 

■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） 

 

 

  



 - 570 - 

■PG109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 571 - 

■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） 

 

 

  



 - 572 - 

■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） 

 

 

  



 - 573 - 

■PG153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 574 - 

■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） 

 

 

  



 - 575 - 

■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） 
家永 香織(IENAGA KAORI) 

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） 

 

 

  



 - 576 - 

■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） 
尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

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） 

 

 

  



 - 577 - 

■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） 

 

 

  



 - 578 - 

■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） 

 

 

  



 - 579 - 

■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） 

 

 

  



 - 580 - 

■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） 

 

 

  



 - 581 - 

■PG203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 582 - 

■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） 

 

 

  



 - 583 - 

■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） 
家永 香織(IENAGA KAORI) 

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） 

 

 

  



 - 584 - 

■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） 
尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

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） 

 

 

  



 - 585 - 

■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） 

 

 

  



 - 586 - 

■PG209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 587 - 

■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） 

 

 

  



 - 588 - 

■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） 

 

 

  



 - 589 - 

■PG253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 590 - 

■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） 
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■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） 
家永 香織(IENAGA KAORI) 

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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■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） 
尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
日本近現代文学における身体の表象 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（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） 

日本近現代文学において、人間の身体がいかに問題化、あるいは表象されてきたかを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体表象をテーマとして、この問題を考えるための基本的な概念を学びつつ、文学テクストを読解する。 

また、履修者の口頭発表のスキルや個別の研究の進め方に関して議論、指導を行う。 

対象となるテクストは明治期に発表されたものから現代文学までに至る。さらに、身体を考えるうえではジェンダーやセクシュアリ

ティの問題も深く関わるため、それらに対する理解を涵養することも求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文学テクストと先行研究の講読 

3. 文学テクストと先行研究の講読 

4. 文学テクストと先行研究の講読 

5. 発表 1 

6. 発表 2 

7. 発表 3 

8. 発表 4 

9. 発表 5 

10. 発表 6 

11. 発表 7 

12. 発表 8 

13. 発表 9 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録後に Blackborad上で履修者に対して行う。 

予習としては次回以降の授業で取り上げられる文学テクストや各種資料を読了する作業がこれに該当する。復習に該当するもの

としては、自身が発表した場合は授業時の質疑応答の内容等をふまえ、考察をブラッシュアップすることが挙げられる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業への積極的な参加(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） 

授業時にプリント等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
日本近現代文学における故郷の表象 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（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） 

日本近現代文学において、故郷がいかに表象されてきたか、あるいはそれがいかに不可能であったかを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

故郷をテーマとして、この問題を考えるための基本的な概念を学びつつ、文学テクストを読解する。 

また、履修者の口頭発表のスキルや個別の研究の進め方に関して議論、指導を行う。 

対象となるテクストは明治期に発表されたものから現代文学までに至る。さらに、故郷を考えるうえでは「中央と地方」という社会

の構造的な問題が深く関わり、歴史学や社会学の知見を参照しながらそれらに対する理解を涵養することも求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文学テクストと先行研究の講読 

3. 文学テクストと先行研究の講読 

4. 文学テクストと先行研究の講読 

5. 発表 1 

6. 発表 2 

7. 発表 3 

8. 発表 4 

9. 発表 5 

10. 発表 6 

11. 発表 7 

12. 発表 8 

13. 発表 9 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録後に Blackborad上で履修者に対して行う。 

予習としては次回以降の授業で取り上げられる文学テクストや各種資料を読了する作業がこれに該当する。復習に該当するもの

としては、自身が発表した場合は授業時の質疑応答の内容等をふまえ、考察をブラッシュアップすることが挙げられる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業への積極的な参加(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） 

授業時にプリント等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG303／日本文学特殊研究 Ｐ２Ａ 

(Studies in Japanese Literature P2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 古典籍の取り扱い方の基礎（講義・演習） 

3. 書物の要素① ； 表紙（講義） 

4. 書物の要素② ； 見返し（講義・演習） 

5. 書物の要素③ ； 料紙 斐紙（講義） 

6. 書物の要素④ ； 料紙 楮紙（講義・演習） 

7. 装訂のさまざま① ； 巻子本 粘葉装 その１（講義） 

8. 装訂のさまざま② ； 巻子本 粘葉装 その２（演習） 

9. 装訂のさまざま③ ； 冊子本 列帖装 その１（講義） 

10. 装訂のさまざま④ ； 冊子本 列帖装 その２（演習） 

11. 装訂のさまざま⑤ ； 冊子本 袋綴装 その１（講義） 

12. 装訂のさまざま⑥ ； 冊子本 袋綴装 その２（演習） 

13. 装訂のさまざま⑦ ； その他の装訂  その１（講義） 

14. 装訂のさまざま⑧ ； その他の装訂  その２（講義） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/演習への取り組み(50%)/講義での質問等の発言(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 598 - 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG304／日本文学特殊研究 Ｐ２Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを、目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、 

息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 書物の成立 序・跋文（講義） 

3. 書物の伝来 奥書・識語 その１（講義） 

4. 書物の伝来 奥書・識語 その２（講義・演習） 

5. 図書館・文庫について① （講義） 

6. 図書館・文庫について② （演習） 

7. 図書館・文庫について③ （講義） 

8. 図書館・文庫について④ （演習） 

9. 諸本と伝本 ① （講義） 

10. 諸本と伝本 ② （演習） 

11. 諸本と伝本 ③ （講義） 

12. 諸本と伝本 ④ （演習） 

13. 古筆切と手鑑 （講義・演習） 

14. 古筆切と短冊 （講義・演習） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい、 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/演習への取り組み(50%)/講義での質問等の発言(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG307／日本文学特殊研究 Ｐ４Ａ 

(Studies in Japanese Literature P4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代文学研究セミナー 

担当者名 

（Instructor） 
日比 嘉高(HIBI YOSHITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、日本近現代文学の考えるための新しい視点の獲得を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、日比の現在の関心を中心に、いくつかのトピックを組み合わせて構成する。一つは、「モノ」。「モノ」と人とが取り結ぶ関

係に注目しながら、文学作品を読み直す。もう一つは「文学国語」。近代文学の作品を書き直すことにより、「文学国語」を批判的

かつ拡張的に考える。その他、いくつかの個別の話題も取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 自己紹介、各回の概観 

2. モノと知の歴史◎ 帝国の書店：内地と外地を結んだ知のネットワーク 

3. コンピュータを用いた文学研究の可能性 

4. ゴミと近現代文学❶ ゴミの思想、ゴミの批評～川路柳虹 「塵溜」、江見水蔭「悪道路」ほか 

5. ゴミと近現代文学❷ ゴミの思想、ゴミの批評～星新一「おーい でてこーい」ほか 

6. ゴミと近現代文学❸ 埴原一亟「塵埃」 ～学生による報告 

7. ゴミと近現代文学❹ 日野啓三「夢の島」 ～学生による報告 

8. モノから読む❶ 葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」とコンクリート 

9. モノから読む❷ 建築空間と文学表現 

10. モノから読む❸ モノ編～学生による報告 

11. モノから読む❹ 建築空間編～学生による報告 

12. 書き直し近代文学❶ 書き換えのもたらす発見 

13. 書き直し近代文学❷ 「舞姫」：豊太郎を性転換せよ 

14. 書き直し近代文学❸ オノマトペの力 ＋ 集中講義のまとめ 

 

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

授業で使用する作品や論文を事前に読んでおく。具体的な課題については、TAなどを通じて事前に指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内における研究報告(80%)/授業内における討議への参加状況および参加内容(20%) 

期末レポートや試験は行わないため、単位履修者は必ず授業内で何らかの研究報告や課題報告を行う。<BR>全ての評価方法

において、前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷昭宏・日比嘉高編、2021、『ゴミ探訪』、皓星社 (ISBN:9784774407548) 

その他は授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 2 日(火)3～5限、3 日(水)2～5 限、 4 日(木)2～5 限、5 日(金)2～4 限  
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教室：7204 
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■PG308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG308／日本文学特殊研究 Ｐ４Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈ポストヒューマン〉の文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 貴志(FUJII TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新しい人文学の課題となる〈ポストヒューマン〉についての理解を深め、近現代文学の解釈実践に接続することを目標とする。博

士後期課程の学生には、前期課程よりも高度な水準を求める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

〈ポストヒューマン〉という概念のもとに近現代文学を読み直す。キーワードは、人新世、ポスト人間中心主義、ワンヘルス、マルチ

スピーシーズ、食物連鎖、反出生主義などである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 〈ポストヒューマン〉概念の概説（講義） 

3. 〈ポストヒューマン〉概念で読み直す日本近現代文学①人新世（講義） 

4. 〈ポストヒューマン〉概念で読み直す日本近現代文学②食物連鎖（講義） 

5. 〈ポストヒューマン〉概念で読み直す日本近現代文学③ワンヘルス（講義） 

6. 〈ポストヒューマン〉概念で読み直す日本近現代文学④反出生主義（講義） 

7. 武田泰淳「ひかりごけ」①（学生による研究発表１） 

8. 武田泰淳「ひかりごけ」②（学生による研究発表２） 

9. 安部公房『第四間氷期』①（学生による研究発表３） 

10. 安部公房『第四間氷期』②（学生による研究発表４） 

11. 三島由紀夫『美しい星』①（学生による研究発表５） 

12. 三島由紀夫『美しい星』②（学生による研究発表６） 

13. 川上未映子『乳と卵』（学生による研究発表７） 

14. 川上未映子『夏物語』（学生による研究発表８） 

 

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

授業で扱う作品については事前に読み、理解を深めること。自分が担当する作品について、先行研究を踏まえた上での独自性を

明確に示すことができるように準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各自１回の研究発表(40%)/発表担当回以外の討議への参加(30%)/講義時に数回提出するリアクションペーパー(30%) 

博士後期課程の学生には、前期課程よりも高度な水準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安部公房、1970、『第四間氷期』、新潮社 (ISBN:978 ｰ 4101121055) 

テキストは配布するものと各自で用意してもらうものがある。扱う作品については授業内で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ロージ・ブライドッティ、2019、『ポストヒューマン 新しい人文学に向けて』、フィルムアート社 (ISBN:978 ｰ 4845917259) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

家永 香織(IENAGA KAORI) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG310／日本文学特殊研究 Ｐ５Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P5B) 

担当者名 

（Instructor） 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

家永 香織(IENAGA KAORI) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

尾崎 名津子(OZAKI NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG311／日本文学特殊研究 Ｐ６Ａ 

(Studies in Japanese Literature P6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貫戦期の日本文学研究：日中戦争・太平洋戦争・占領期・文化冷戦期の表現 

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） 

１９３０年代から１９６０年代にかけての日本近代文学の変容を考察する 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９３０年前後から１９６０年前後にかけての日本近代文学の変容を、「貫戦期」の日本文学という視角から連続的に分析する。 

受講生の研究発表とコメント、ディスカッションにより進行する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. モデル発表 

3. 受講生による研究発表 

4. 受講生による研究発表 

5. 受講生による研究発表 

6. 受講生による研究発表 

7. 受講生による研究発表 

8. 受講生による研究発表 

9. 受講生による研究発表 

10. 受講生による研究発表 

11. 受講生による研究発表 

12. 受講生による研究発表 

13. 受講生による研究発表 

14. まとめ 

 

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

各自の論文執筆の課題とすり合わせつつ、調査研究を行い、発表レジュメを作成する。 

授業時のコメントおよびディスカッションの成果をとりこんで、期末レポートを執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表、プレゼンテーション、ディスカッション(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

全ての評価方法において、前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

松本清張「黒地の絵」、太宰治「トカトントン」、大岡昇平「武蔵野夫人」、安岡章太郎「海辺の光景」、小島信夫「抱擁家族」、島尾

敏雄「死の棘」など 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎賢子他共編著、2009、『占領期雑誌資料大系』、岩波書店 (ISBN:4000282468) 

2. 川崎賢子他共編著、2007、『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を務める 20 世紀メディア研究所のホームページです。 

https://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

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） 
貫戦期の日本文学研究：日中戦争・太平洋戦争・占領期・文化冷戦期の表現 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１９３０年代から１９６０年代にかけての日本近代文学の変容を考察する 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９３０年前後から１９６０年前後にかけての日本近代文学の変容を、「貫戦期」の日本文学という視角から連続的に分析する。 

受講生の研究発表とコメント、ディスカッションにより進行する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. モデル発表 

3. 受講生による研究発表 

4. 受講生による研究発表 

5. 受講生による研究発表 

6. 受講生による研究発表 

7. 受講生による研究発表 

8. 受講生による研究発表 

9. 受講生による研究発表 

10. 受講生による研究発表 

11. 受講生による研究発表 

12. 受講生による研究発表 

13. 受講生による研究発表 

14. まとめ 

 

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

各自の論文執筆の課題とすり合わせつつ、調査研究を行い、発表レジュメを作成する。 

授業時のコメントおよびディスカッションの成果をとりこんで、期末レポートを執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表、プレゼンテーション、ディスカッション(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

全ての評価方法において、前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

松本清張「黒地の絵」、太宰治「トカトントン」、大岡昇平「武蔵野夫人」、安岡章太郎「海辺の光景」、小島信夫「抱擁家族」、島尾

敏雄「死の棘」など 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎賢子他共編著、2009、『占領期雑誌資料大系』、岩波書店 (ISBN:4000282468) 

2. 川崎賢子他共編著、2007、『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を務める 20 世紀メディア研究所のホームページです。 

https://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

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） 
日本語の中における漢語の歴史的研究 

担当者名 

（Instructor） 
舒 志田(SHU ZHITIAN) 

学期 

（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ることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ①山田孝雄 1940『国語の中に於ける漢語の研究』（宝文館）；②荒川清秀 1997『近代日中学術用語の形成と伝播―地理学用

語を中心に―』（白帝社）をメインに読み進みます。日本語の中における漢語、特に「新漢語」と謂われるものの受容または創生、

及び伝播の歴史を解明していきます。 

 

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：演習担当者は研究テーマにそって、できるだけ一次資料を調査して丹念に準備を行ってください。演習資料はレジュメをつ

けて、分かりやすく作成してください。担当者以外の受講生はできる限り、共通の文献を読んでおいて、基礎的な知識を共有しな

がら、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. 山田孝雄、1940、『国語の中に於ける漢語の研究』、宝文館 

2. 荒川清秀、1997、『近代日中学術用語の形成と伝播』、白帝社 

 

参考文献（Readings） 

1. 海老沢有道、1958、『南蛮学統の研究』、創文社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者と相談の上、授業内容（読み進める書籍や論文など）を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG352／日本語学特殊研究 Ｐ１Ｂ 

(Studies in the Japanese Language P1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳語の研究 

担当者名 

（Instructor） 
舒 志田(SHU ZHITIAN) 

学期 

（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） 

翻訳語がいかに成立したのか、またその後の定着及び意味変化などをも考察し、蘭学勃興以来の翻訳語彙の歴史を垣間見てい

きます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

柳父章『翻訳語成立事情』を読み進みます。その過程で、個別の事象や問題点を見つけ出して、受講者にそれぞれの考えをまと

めてもらうようにしていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

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） 

予習：演習担当者はできるだけ一次資料を調査して、丹念に準備を行ってください。演習資料はレジュメをつけて見やすく作成し

てください。担当者以外の受講生も共通の資料を読んでおいて、基礎的な知識を共有しながら、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. 柳父章、1982、『翻訳語成立事情』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 陳力衛、2019、『近代知の翻訳と伝播：漢語を媒介に』、三省堂 

2. 丸山真男・加藤周一、1998、『翻訳と日本の近代』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者と相談の上、授業内容（読み進める書籍や論文など）を変更することがあります。  

 

注意事項（Notice） 
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■PG353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG353／日本語学特殊研究 Ｐ２Ａ 

(Studies in the Japanese Language P2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、古文が読めるようになり、日本語文法の歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。教科書中の用例を参照しつつ、担当者の興味に応じ

て古典文法と現代語文法の差異にも視野を広げる予定である。この学期ではテキストの１４講から１８講を取り上げる計画であ

る。ただし、受講生のメンバーによってはテキスト第１講からと変更する場合もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 反実仮想 

3. 意志 

4. 勧誘表現 

5. 行為要求表現 

6. 禁止 

7. 希望表現 

8. 疑問表現 

9. 形容詞 

10. 連用修飾 

11. 形容動詞 

12. 副詞 

13. 連体修飾 

14. まとめ－古典文法と現代語文法 

 

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。

この科目は授業中の学修だけが重要ではなく、授業内容を踏まえて実際に古文が読めることが重要である。そのため類例を探

すために古文、また現代語に潜んでいる古典文法の語法を意識することに心がけること。 

 

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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、古文が読めるようになり、日本語文法の歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。教科書中の用例を参照しつつ、担当者の興味に応じ

て古典文法と現代語文法の差異にも視野を広げる予定である。この学期ではテキストの１９講から２３講を取り上げる計画であ

る。ただし、受講生のメンバーによってはテキスト第１講からと変更する場合もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 準体句 

3. 同格構文 

4. 特殊な準体句 

5. 主格・目的格の格助詞の非表示 

6. 格の代換 

7. 副助詞・係助詞による格の内包 

8. 無助詞名詞 

9. 句の名詞への圧縮 

10. 複数表示 

11. 名詞の並立 

12. 副助詞 

13. 係り結び 

14. まとめ－古典文法と現代語文法 

 

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。

この科目は授業中の学修だけが重要ではなく、授業内容を踏まえて実際に古文が読めることが重要である。そのため類例を探

すために古文、また現代語に潜んでいる古典文法の語法を意識することに心がけること。 

 

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(複数回)(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） 

1. 古田島洋介・湯城吉信、2011、『漢文訓読入門』、明治書院 (ISBN:9784625734007) 

そのほかプリント・コピーを用意する。 

 

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) 

そのほかは適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献輪読は一回ごとに報告担当者を決めて演習形式で行う。 

漢文読解の実践練習は、教室でテキスト内容を解説しつつ、参加者に理解定着のための質問を行い回答を求める。 

資料共有等のため Blackboardを使う可能性がある。 
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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(複数回)(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)） 

演習形式。基本的に一回ごとに担当者を決め、所定の内容を報告してもらう。 

資料共有等のため Blackboardを使う可能性がある。 

 

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） 

 

 

  



 - 620 - 

■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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■PH155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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） 

 

 

  



 - 627 - 

■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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■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） 

 

 

  



 - 632 - 

■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） 

 

 

  



 - 633 - 

■PH254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 635 - 

■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） 
歴史と文学：ユダヤ系フランス人の幼年時代と集団的記憶 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）フランス語原文の読解力を高める 

２）20 世紀のユダヤ系フランス語文学について知る 

３）自伝研究の論点を理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

証言文学の分野の表現の革新をめざしたジャンルを取り上げ、その主題と方法を明らかにし、最近の評価を検討する。20 世紀の

歴史と個人史の重層的関係に注目する。具体的にはピエール・パシェ Pierre Pachet『父の自伝』（Autobiographie de mon père, 

1987）原文を抜粋して精読し、参考までにモディアノ『血統書』、ペレック『W あるいは幼年時代の物語』を取り上げて、移民、言語

習得、ナチ占領下のユダヤ人弾圧など一般的・社会学的な事象と個人史の表現を分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ヨーロッパのユダヤ人にとっての 20 世紀 

2. サロート『子ども時代』読解（１）世紀転換期のロシア系移民 

3. サロート『子ども時代』読解（２）公立小学校と少女の名前 

4. ペレック『W あるいは幼年時代の物語』（１）1930 年代のポーランド系移民 

5. ペレック『W あるいは幼年時代の物語』（２）謎の文字と避難生活 

6. モディアノ『血統書』（１）ナチ占領下のユダヤ系無国籍者 

7. モディアノ『血統書』（２）父親との精神的和解 

8. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（１）仮構された他者の自伝 

9. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（２）オデッサ、ストラスブール（ドイツ領、マルセイユ 

10. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（３）フランスへの憧れと現実 

11. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（４）二つの世界大戦 

12. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（５）避難生活 

13. ピエール・パシェ『父の自伝』読解（６）アルツハイマー発症、父と子 

14. まとめ 

 

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

原文の下調べをする予習と、授業中に出された課題について調べ、考える復習が、口頭発表とそのミニレポート、そして期末レポ

ートに結実するだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(70%)/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） 

パシェ『父の自伝』Autobiographie de mon père, 1987 は、抜粋をプリント配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ペレック、1995、『W あるいは子供の頃の思い出』、人文書院 (ISBN:4409130226) 

2. サロート、2020、『子供時代』、幻戯書房 (ISBN:4864882029) 

3. ジョルジョ・アガンベン、2007、『幼児期と歴史 経験の破壊と歴史の起源』、岩波書店 

4. パトリック・もディアノ、2015、『エトワール広場／夜のロンド』、作品社 (ISBN:4861825520) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PH302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH302／フランス文学特殊研究 １Ｂ 

(Study in French Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史と文学：植民地の現地人女性の自画像 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）フランス語原文の読解力を高める 

２）マグレブ文学研究の現在を知る 

３）自伝研究の論点を理解する 

４）口頭発表を、コメント、討議を経てレポートにつなげる 

 

授業の内容（Course Contents） 

自身が歴史家でありアルジェリア女性作家として初めてアカデミーフランセーズに入会したアシア・ジェバールによる自伝的物語

『愛、ファンタジア』（1985）を講読し、フランス植民地の近現代史と女性の自己実現を重要な主題とする成長物語との関連につい

て議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マグレブ文学研究の現在 ナジェ・ハッダによるまとめ 

2. アルジェリア作家１ カメル・ダウドの続『異邦人』 

3. アルジェリア作家２ サリム・バシによるカミュの伝記小説 

4. ジェバール『愛、ファンタジア』講読１ 父と娘 

5. ジェバール『愛、ファンタジア』講読２ 学校とモスク 

6. ジェバール『愛、ファンタジア』講読３ 史料と小説１ 

7. ジェバール『愛、ファンタジア』講読４ 史料と小説２ 

8. ジェバール『愛、ファンタジア』講読５ 歴史叙述と小説 

9. ジェバール『愛、ファンタジア』講読６ 地方色（ローカルカラー） 

10. ジェバール『愛、ファンタジア』講読７ アルジェリア戦争 

11. ジェバール『愛、ファンタジア』講読８ ナショナリズムと女性 

12. ジェバール『愛、ファンタジア』講読９ 込められたメッセージ 

13. 口頭発表 

口頭発表とコメント 

14. まとめ 

 

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

原文の下調べをする予習と、授業中に出された課題について調べ、考える復習が、口頭発表とそのミニレポート、そして期末レポ

ートに結実するだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(70%)/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） 

Assia Djebar, L’Amour, la Fantasia, poche の抜粋をコピー配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アシア・ジェバール、2011、『愛、ファンタジア』、みすず書房 (ISBN:4622075954) 

2. カメル・ダウド、2019、『ムルソー対抗調査』、水声社 (ISBN:4801002439) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH303／フランス文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in French Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説と批評を読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀フランス文学を代表する小説や批評を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないながら、論文を書くうえで役に立

つ文学研究の方法論を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の小説の抜粋や研究論文を読みながら、フランス文学の原典を分析し論じるためのコツを身につけてもらう。必要に応じ

て、おもにプルースト研究を例にとり、伝記研究、テーマ批評、ナラトロジー（物語の技法論）、脱構築、表象文化史的アプローチ、

ディスクール分析、草稿研究（生成批評）など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法

を、受講者自身の研究対象に応用する機会にもしたい。 

今学期は、文学作品における笑いの問題（とりわけプルーストのユーモア）をとりあげる予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
20 世紀フランス小説と批評を読む 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
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） 

20 世紀フランス文学を代表する小説や批評を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないながら、論文を書くうえで役に立

つ文学研究の方法論を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の小説の抜粋や研究論文を読みながら、フランス文学の原典を分析し論じるためのコツを身につけてもらう。必要に応じ

て、おもにプルースト研究を例にとり、伝記研究、テーマ批評、ナラトロジー（物語の技法論）、脱構築、表象文化史的アプローチ、

ディスクール分析、草稿研究（生成批評）など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法

を、受講者自身の研究対象に応用する機会にもしたい。 

今学期は、文学作品における比喩の問題（とりわけプルーストの隠喩、直喩、換喩など）をとりあげる予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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。 

 

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)） 

授業の進行に伴って、オンライン利用での授業を数回予定している。詳細は事前に授業内で連絡する。 

 

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） 
フランス十九世紀の詩を読む 

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） 

十九世紀フランスの詩に親しむ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シャルル・ボードレールの『悪の華』（1857）と『パリの憂鬱』（1869）を読む。ボードレールは 19 世紀パリに生きた典型的な都市の

詩人であり、その詩の読解を通して、資本主義勃興期のフランス社会の光と闇を探ることを目指す。同時に、詩の読み方の基礎

を身につける。どの詩を読むかについては、受講生と相談して決めるので、なるべく積極的に参加してほしい。 

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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

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

授業ではいくつかの詩編しか扱わないが、なるべく自分で、それも原文で作品全体を通読してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

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） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期中に海外出張の予定があるため、全授業回のうち 2 回のみオンライン実施の可能性あり。詳細は立教時間で指示する。 

 

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） 
フランス学（フランス文学・文化）研究の方法論 

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） 

博士論文を書くために必要な文学・文化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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学・文化（政治）研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、受講生の関心とレ

ベルに合わせて具体的な訓練を行い、学生自身による研究発表も行う。 

あわせて、実際のフランス語のテキスト（作品）をもとに、さまざまな読解（解釈）の「方法」を学び、それらの「方法」をもちいて学生

自身が各自テクスト分析を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学・文化研究の方法論１ 

3. 文学・文化研究の方法論２ 

4. 文学・文化研究の方法論３ 

5. 分析の実践① 

6. 分析の実践② 

7. 分析の実践③ 

8. 分析の実践④ 

9. 分析の実践⑤ 

10. 分析の実践⑥ 

11. 分析の実践⑦ 

12. 分析の実践⑧ 

13. 分析の実践⑨ 

14. まとめ 

 

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

学生と相談しながら進度、内容を決める。各自の研究テーマについては精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

フランス学、フランス研究は転換点にある。オンラインデータベース、海外研究機関が公開しているさまざまな情報、とりわけ英語

情報などを一緒に「体験」していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テクスト理解度(20%)/小課題(30%)/報告(20%)/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 すなわち、博士論文執筆のために必要となる達成基準を求

める 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

分量が多いので授業内で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

分量が多いので授業内で説明する。 

 

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） 
フランス学（フランス文学・文化）研究の方法論 

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） 

博士論文を書くために必要な文学・文化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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学・文化（あるいは政治）研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、具体的な

訓練を行う。春学期に扱った作品のほか、他の時代のテクストを取り上げ、学んだ「方法」をもちいて精読を行う。あわせてフラン

スの政治、文化、芸術や歴史についても同様の作業を行う。 

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. 分析の実践① 

3. 分析の実践② 

4. 分析の実践③ 

5. 分析の実践④ 

6. 分析の実践⑤ 

7. 分析の実践⑥ 

8. 分析の実践⑦ 

9. 分析の実践⑧ 

10. 分析の実践⑨ 

11. 分析の実践⑩ 

12. 分析の実践⑪ 

13. 分析の実践⑫ 

14. まとめ 

 

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

学生と相談しながら進度、内容を決める。各自の研究テーマについては精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

フランス学、フランス研究は転換点にある。オンラインデータベース、海外研究機関が公開しているさまざまな情報、とりわけ英語

情報などを一緒に「体験」していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テクスト理解度(20%)/小課題(30%)/報告(20%)/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 すなわち、博士論文執筆のために必要となる達成基準を求

める 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

分量が多いので授業内で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

分量が多いので授業内で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■PI101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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） 
宮崎 麻子(MIYAZAKI ASAKO) 

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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■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） 
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■PI152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
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■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） 
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■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） 
宮崎 麻子(MIYAZAKI ASAKO) 

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 - 

■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） 

 

 

  



 - 656 - 

■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） 

 

 

  



 - 657 - 

■PI202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 658 - 

■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） 

 

 

  



 - 659 - 

■PI204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 660 - 

■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） 
宮崎 麻子(MIYAZAKI ASAKO) 

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） 

 

 

  



 - 661 - 

■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） 

 

 

  



 - 662 - 

■PI252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 663 - 

■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） 

 

 

  



 - 664 - 

■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） 

 

 

  



 - 665 - 

■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） 
宮崎 麻子(MIYAZAKI ASAKO) 

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） 
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■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） 
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■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） 
Till Eulenspiegel. Tradition und Gegenwart einer literarischen Figur 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Die Studierenden sollen mit der Tradition des Till Eulenspiegel-Stoffes vertraut gemacht werden und die zeitgenössischen 

Adaptionen von Clemens J. Setz und Daniel Kehlmann vor dem Hintergrund der Stoff- und Motivgeschichte analysieren und 

interpretieren. 

 

The students will get a first insight into the tradition of Till Eulenspiegel and analyze the contemporary adaptations by Clemens 

J. Setz and Daniel Kehlmann considering its historical background. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

Die Geschichte des Till Eulenspiegel stammt aus dem Spätmittelalter und verfügt über eine jahrhundertelange Tradition bis in 

die Gegenwart, etwa in Form von Adaptionen durch Hans Sachs, Hermann Bothe, Richard Strauss, Erich Kästner, Christa Wolf 

und jüngst Daniel Kehlmann bzw. Clemens J. Setz. Im vorliegenden Kurs wird ein Überblick über die historische Entwicklung des 

Eulenspiegelstoffes erarbeitet, um daran anschließend Auszüge aus den aktuellen Texten von Kehlmann und Setz zu 

analysieren. 

 

The story of Till Eulenspiegel dates back to the late Middle Ages and has a centuries-long tradition up to the present, for 

example in the form of adaptations by Hans Sachs, Hermann Bothe, Richard Strauss, Erich Kästner, Christa Wolf and most 

recently Daniel Kehlmann and Clemens J. Setz . In this course, we will give an overview of the historical development of the 

Eulenspiegel tradition and analyze excerpts from contemporary texts by Kehlmann and Setz. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung in die Thematik; Informationen zu Aufbau und Ablauf des Kurses 

2. Die Eulenspiegeltradition vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart 

3. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (1)  

4. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (2) 

5. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (3) 

6. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (4) 

7. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (5) 

8. Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien (6) 

9. Daniel Kehlmann: Tyll (1) 

10. Daniel Kehlmann: Tyll (2) 

11. Daniel Kehlmann: Tyll (3) 

12. Daniel Kehlmann: Tyll (4) 

13. Filmadaptionen 

14. Referate 

 

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

Textlektüre, Vorbereitung eines Referats 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Hausaufgaben (assignments)(30%)/Mitarbeit, Referat (classroom participation, 

presentation)(30%) 
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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） 

Auszüge werden im Unterricht verteilt; besonders aus:  

Clemens J. Setz: Till Eulenspiegel: Dreißig Streiche und Narreteien. Berlin (Insel) 2015.  

Daniel Kehlmann: Tyll. Roman. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2017. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI311／ドイツ語教育特殊研究 １Ａ 

(Studies in German Language Teaching 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Wissenschaftliches Schreiben und Sprechen (Deutsch) 

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） 
GRL7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Der vorliegende Kurs soll Studierende darauf vorbereiten, in der Zielsprache Deutsch wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen 

und akademische Vorträge zu halten. 

 

This class is designed to prepare students to the principles of academic writing and speaking in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Kurs beinhaltet die Anwendung der Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens in deutschsprachigen Essays und 

Referaten. Im Zentrum stehen die sprachlichen Mittel zur präzisen Formulierung von Hypothesen und Argumenten, der Aufbau 

eines wissenschaftlichen Textes bzw. eines Vortrages sowie allgemein das akademische Fachvokabular und wissenschaftliche 

Phrasen. 

 

The class is an introduction to and application of the principles of academic writing and speaking in German. The course 

focuses on the precise formulation of hypotheses and arguments, the structure of a scientific texts and lectures as well as 

general academic vocabulary and scientific phrases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung in das Thema; Informationen zu Aufbau und Ablauf des Kurses 

2. Wissenschaftliches Schreiben 1 

3. Wissenschaftliches Schreiben 2 

4. Wissenschaftliches Schreiben 3 

5. Wissenschaftliches Schreiben 4 

6. Wissenschaftliches Schreiben 5 

7. Wissenschaftliches Schreiben 6 

8. Wissenschaftliches Sprechen 1 

9. Wissenschaftliches Sprechen 2 

10. Wissenschaftliches Sprechen 3 

11. Wissenschaftliches Sprechen 4 

12. Wissenschaftliches Sprechen 5 

13. Wissenschaftliches Sprechen 6 

14. Zusammenfassung und Ausblick  

 

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

Lesen wissenschaftlicher Texte und Vortragsmanuskripte zur Vorbereitung auf das Seminar, Verfassen von Texten und 

Textbausteinen, Korrektur und Erweiterung der Texte und Manuskripte. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignments (Hausaufgaben)(30%)/Class Participation (Mitarbeit im Unterricht)(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） 

Unterlagen werden im Unterricht verteilt 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

 

  



 - 671 - 

■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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Wissenschaftliches Schreiben und Sprechen (Deutsch) 

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） 
GRL7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Der vorliegende Kurs soll Studierende darauf vorbereiten, in der Zielsprache Deutsch wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen 

und akademische Vorträge zu halten. 

 

This class is designed to prepare students to the principles of academic writing and speaking in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Kurs beinhaltet die Anwendung der Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens in deutschsprachigen Essays und 

Referaten. Im Zentrum stehen die sprachlichen Mittel zur präzisen Formulierung von Hypothesen und Argumenten, der Aufbau 

eines wissenschaftlichen Textes bzw. eines Vortrages sowie allgemein das akademische Fachvokabular und wissenschaftliche 

Phrasen. 

 

The class is an introduction to and application of the principles of academic writing and speaking in German. The course 

focuses on the precise formulation of hypotheses and arguments, the structure of a scientific texts and lectures as well as 

general academic vocabulary and scientific phrases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung in das Thema; Informationen zu Aufbau und Ablauf des Kurses 

2. Wissenschaftliches Schreiben 1 

3. Wissenschaftliches Schreiben 2 

4. Wissenschaftliches Schreiben 3 

5. Wissenschaftliches Schreiben 4 

6. Wissenschaftliches Schreiben 5 

7. Wissenschaftliches Schreiben 6 

8. Wissenschaftliches Sprechen 1 

9. Wissenschaftliches Sprechen 2 

10. Wissenschaftliches Sprechen 3 

11. Wissenschaftliches Sprechen 4 

12. Wissenschaftliches Sprechen 5 

13. Wissenschaftliches Sprechen 6 

14. Zusammenfassung und Ausblick  

 

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

Lesen wissenschaftlicher Texte und Vortragsmanuskripte zur Vorbereitung auf das Seminar, Verfassen von Texten und 

Textbausteinen, Korrektur und Erweiterung der Texte und Manuskripte. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignments (Hausaufgaben)(30%)/Class Participation (Mitarbeit im Unterricht)(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） 

Unterlagen werden im Unterricht verteilt 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 679 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 680 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 681 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 682 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 683 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 684 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 685 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 686 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 687 - 

■PJ203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 688 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 692 - 

■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
COC7840 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。    

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。    

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。   

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ301／比較文明学特殊研究 １ 

(Research on Comparative Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較方法研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
２時限連続（隔週開講） 

 

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） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
２時限連続（隔週開講） 

 

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） 
「身体とは何か」を問うテクストを読む 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「身体とは何か」を考えるテクストを読む。同時に、「身体とは何か」と問う思想の系譜についても並行して考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

市川浩の『精神としての身体』と『〈身〉の構造』を読み、「身（体）」とは何かを考える。同時に、市川のような問い（身体を問うことそ

のもの）の思想的系譜について、神秘主義等もふくめて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と議論（１）：現象としての身体（主体として、客体として、対他的身体、錯綜体） 

3. 発表と議論（２）：構造としての身体１（はたらきとしての構造、身体の私性、自己と他者） 

4. 発表と議論（３）：構造としての身体２（構造の生成、精神としての身体） 

5. 発表と議論（４）：行動の構造１（行動と生活世界、癒着的形態） 

6. 発表と議論（５）：行動の構造２（シンボル的形態の行動） 

7. 発表と議論（６）：〈身〉の風景１ 

8. 発表と議論（７）：〈身〉の風景２ 

9. 発表と議論（８）：〈身〉の構造と生成モデル１ 

10. 発表と議論（９）：〈身〉の構造と生成モデル２ 

11. 発表と議論（１０）：生きられる空間 

12. 発表と議論（１１）：錯綜体としての身体 

13. 発表と議論（１２）：「〈身〉／身体を問う」ことをめぐって 

14. 全体の総括 

 

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

授業前に必ずテクストをきちんと精読してくること。報告は人数に応じてグループ報告ないし個人報告とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

一定以上の欠席は履修の意志なきものとみなす。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. 市川浩、1993、『〈身〉の構造──身体論を超えて』、講談社学術文庫 (ISBN:4-06-159071-5) 

2. 市川浩、1992、『精神としての身体』、講談社学術文庫 (ISBN:4-06-159019-7) 

２．については、品切れ・重版未定のため学内書店での販売はなし。必要に応じてコピーを配布する。 

他は授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・漢文訓読法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(複数回)(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） 

1. 古田島洋介・湯城吉信、2011、『漢文訓読入門』、明治書院 (ISBN:9784625734007) 

そのほかプリント・コピーを用意する。 

 

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) 

そのほかは適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献輪読は一回ごとに報告担当者を決めて演習形式で行う。 

漢文読解の実践練習は、教室でテキスト内容を解説しつつ、参加者に理解定着のための質問を行い回答を求める。 

資料共有等のため Blackboardを使う可能性がある。 
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注意事項（Notice） 
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■PJ307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ307／比較文明学特殊研究 ７ 

(Research on Comparative Civilizations 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語詩論 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語による詩をめぐって、言語表現についての理解を深め、各自の課題を探求する。詩と散文、韻文と散文の関係などを考

え、日本語表現の可能性を考える。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に詩に関する講義と、履修者による発表および討議を中心とする。詩作品と詩論を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 近代以降の日本語詩(明治期から大正期)についての概論１＝講義。(資料は配布する。) 

3. 近代以降の日本語詩(大正期から戦時中)についての概論２＝講義。(資料は配布する。) 

4. 近代以降の日本語詩(戦後から現在)についての概論３＝講義。(資料は配布する。) 

5. 履修者による発表と討議１。 

6. 履修者による発表と討議２。 

7. 履修者による発表と討議３。 

8. 履修者による発表と討議４。 

9. 履修者による発表と討議５。 

10. 履修者による発表と討議６。 

11. 履修者による発表と討議７。 

12. これまでの内容をふまえての講義１。 

13. これまでの内容をふまえての講義２。 

14. まとめ。【レポート提出。】 

 

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

各自の関心に基づく内容で発表をおこなうため、授業時間外に内容とレジュメ等の準備をする必要がある。授業前、授業後など

に、資料や書籍に目を通す必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/課題の発表等(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 荒川洋治、2012、『詩とことば』、岩波書店 

資料は必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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・倫理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） 
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・倫理思想の文献読解・思想解釈の方法を身につける。 

 

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。 

現在のところはまず以下を読み進める予定です。基本的に翻訳を用いますが、原書（フランス語）や他の言語での翻訳版も適宜

参照します。現象学をはじめとする現代哲学から、環境倫理・動物倫理など幅広い領域にまたがって考察を広げる好著です。 

 

コリーヌ・ペリュション『糧 政治的身体の哲学』萌書房、2019 年 

 

その後に、履修者の関心に基づきさまざまなテキストを読んでいきたいと思います。 

 

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%) 

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. コリーヌ・ペリュション、2019、『糧 政治的身体の哲学』、萌書房 (ISBN:978-4860651336) 

テキストの入手方法は初回授業時に指示します 

 

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)） 

 

 



 - 705 - 

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） 
インターセクショナリティについて 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーや人種、階級などいくつもの要素の絡まる権力を考えるための道具として、「インターセクショナリティ」を取り上げる 

 

授業の内容（Course Contents） 

パトリシア・ヒル・コリンズの『インターセクショナリティ』を読んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. インターセクショナリティとは何か 

3. インターセクショナリティとは何か（２） 

4. 批判的な探求と実践としてのインターセクショナリティ 

5. インターセクショナリティの歴史を整理する 

6. インターセクショナリティの歴史を整理する（２） 

7. インターセクショナリティのグローバルな展開（１） 

8. インターセクショナリティのグローバルな展開（２） 

9. インターセクショナリティ、社会的抗議、そして新自由主義 

10. インターセクショナリティとアイデンティティ 

11. インターセクショナリティとアイデンティティ（２） 

12. インターセクショナリティとクリティカル・エディケーション 

13. インターセクショナリティの再検討 

14. インターセクショナリティの再検討（２） 

 

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

テキストとして『インターセクショナリティ』を指定しますので、これを読んで、周辺情報にもよく目配りしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(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. パトリシア・ヒル・コリンズ、2021、『インターセクショナリティ』、人文書院 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


