専門教育科目、共通専門教育科目、教職・博物館に関する科目
科目名

卒業論文
卒業論文演習Ⅰ(旧卒業論文演習）
卒業論文演習Ⅱ(旧卒業論文演習）
人間文化基礎論Ⅰa
人間文化基礎論Ⅰb
人間文化基礎論Ⅱa
人間文化基礎論Ⅱb
人間文化概論Ⅰ
人間文化概論Ⅱ
人間行動学概論Ⅰ
人間行動学概論Ⅱ
人間行動学データ解析法Ⅰa
人間行動学データ解析法Ⅰb
人間行動学データ解析法Ⅱa
人間行動学データ解析法Ⅱb
言語文化基礎論Ⅰ
言語文化基礎論Ⅱ
言語文化概論Ⅰ
言語文化概論Ⅱ
文化構想学概論Ⅰ
文化構想学概論Ⅱ

開講期・曜日・
時限

通年
前集中
後集中
前木1
前木1
後木3
後木1
前月4
後火3
後金1
前金1
前月2
前月2
後月2
後月2
後火1
後木2
前火1
前木1
前火5
後火5

教員名

担当教員
担当教員
担当教員
佐金
佐賀
土屋
野村
仲原
仁木
山・添田
伊地知・祖田
笹島
（森谷）
佐伯
木村
丹羽
リチャーズ
杉井・髙井・大岩本
白田・久堀・張

※（休）の表示がある科目は履修できないので注意すること。

標準
履修年次

単位数

4年
4年
4年
1年
1年
1年
1年
1・2年
1・2年
1年
1年
2年
2年
2年
2年
1・2年
1・2年
1・2年
1・2年
1年
1年

10単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

他学部
履修

備考

授業コード

L210010010
L210010020
L210020010
L210020020
L210030010
L210040010
L220010010
L220020010
a：社会・心理 L220030010
b：教育・地理 L220030020
L220040010
L220040020
L230010010
L230020010
L230030010
L230040010
L240010010
L240020010

科目ナンバー

LAGEN1101
LAGEN1101
LAGEN1102
LAGEN1102
LAGEN1103
LAGEN1104
LBGEN1101
LBGEN1102
LBGEN1201
LBGEN1201
LBGEN1202
LBGEN1202
LCGEN1101
LCGEN1102
LCGEN1103
LCGEN1104
LEGEN1101
LEGEN1102

■哲学歴史学科
科目名

哲学概論Ⅰ
哲学概論Ⅱ
哲学史通論Ⅰ
哲学史通論Ⅱ
哲学演習・講読Ⅰ
哲学演習・講読Ⅱ
哲学史演習・講読Ⅰ
哲学史演習・講読Ⅱ
倫理学概論Ⅰ
倫理学概論Ⅱ
倫理学演習・講読Ⅰ
倫理学演習・講読Ⅱ
宗教学概論Ⅰ
宗教学概論Ⅱ
宗教学演習・講読Ⅰ
宗教学演習・講読Ⅱ
美学概論Ⅰ
美学概論Ⅱ
哲学特講Ⅰ
哲学特講Ⅱ
哲学特講Ⅲ
哲学特講Ⅳ
史学概論
日本史基礎講読Ⅰ
日本史基礎講読Ⅱ
日本史通論Ⅰ
日本史通論Ⅱ
考古学通論
日本史講読Ⅰ
日本史講読Ⅱ
日本史講読Ⅲ
日本史講読Ⅳ
日本史演習Ⅰ
日本史演習Ⅱ
日本史演習Ⅲ
日本史演習Ⅳ
考古学演習
日本史特講Ⅰ

開講期・曜日・
時限

教員名

標準
履修年次

単位数

前月3
後月3
前金2
後火1
前水3
後水3
前月4
後月4
前火3
後火3
前水2
後水2
前木2
後木2
前木3
後木3
前火4
後火4
後月2
前木4
後木4
後水4
後火4
後火4
前木2
後月2
後木1
前火2
後月3
前水2
後木2
前木4
前月3
前水3
前木4
後木2
後木1
後火1

佐金
佐金
（福田）
高梨
佐金
佐金
高梨
高梨
土屋
土屋
土屋
土屋
仲原
仲原
仲原
仲原
高梨
高梨
佐金
（加藤）
土屋
高梨
平田
仁木
塚田
磐下
佐賀
岸本
磐下
仁木
塚田
佐賀
磐下
仁木
塚田
佐賀
岸本
（谷）

2・3年
2・3年
1・2年
1・2年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2・3年
2・3年
2～4年
2～4年
2・3年
2・3年
2～4年
2～4年
2・3年
2・3年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2・3年
1・2年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

他学部
履修

備考

可
可
可
可

可
可

可
可

可
可
院と共通
院と共通

可
可
可

院と共通

授業コード

L211010010
L211020010
L211030010
L211040010
L211050010
L211060010
L211070010
L211080010
L211090010
L211100010
L211110010
L211120010
L211130010
L211140010
L211150010
L211160010
L211190010
L211200010
L211240010
L211250010
L211260010
L211270010
L212010010
L212020010
L212030010
L212040010
L212050010
L212060010
L212070010
L212080010
L212090010
L212100010
L212110010
L212120010
L212130010
L212140010
L212150010
L212160010

科目ナンバー

LAPHL3201
LAPHL3202
LAPHL2101
LAPHL2102
LAPHL3203
LAPHL3204
LAPHL3205
LAPHL3206
LAPHL3207
LAPHL3208
LAPHL3209
LAPHL3210
LAPHL3211
LAPHL3212
LAPHL3213
LAPHL3214
LAPHL3217
LAPHL3218
LAPHL3219
LAPHL3220
LAPHL3221
LAPHL3222
LAGEN3201
LAＪPH2101
LAJPH3201
LAJPH3202
LAJPH3203
LAJPH3204
LAJPH3205
LAJPH3206
LAJPH3207
LAJPH3208
LAJPH3301
LAJPH3302
LAJPH3303
LAJPH3304
LAＪＰＨ3305
LAJPH3306

日本史特講Ⅱ
日本史特講Ⅲ
日本史特講Ⅳ
考古学実習
大阪の歴史演習
世界史基礎講読
東洋史基礎講読
東洋史通論
世界史通論
東洋史講読Ⅰ
東洋史講読Ⅱ
東洋史講読Ⅲ
世界史講読
東洋史演習Ⅰ
東洋史演習Ⅱ
東洋史演習Ⅲ
世界史演習
東洋史特講Ⅰ
東洋史特講Ⅱ
世界史特講
西洋史基礎講読
西洋史通論
西洋史講読Ⅰ
西洋史講読Ⅱ
西洋史講読Ⅲ
西洋史講読Ⅳ
西洋史演習Ⅰ
西洋史演習Ⅱ
西洋史演習Ⅲ
西洋史特講Ⅰ
西洋史特講Ⅱ

前集中
後水2
前金3
前火3
前水3
前金1
前火4
後火2
後木4
前木4
前水3
後水4
前木3
後水5
後水3
後木2
後木3
後金4
後集中
前木2
後金3
前月4
後月2
前月2
後火2
前火2
前水2
後木3
後火3
後月1
前木1

（菱田）
佐賀
（飯田）
岸本
岸本・塚田・仁木・佐賀・磐下
平田・北村・野村・草生
平田
渡辺
野村
平田
渡辺
上野
野村
上野
渡辺
平田
野村
（松本）
（藤波）
野村
（貝原）
北村
北村
北村
向井
向井
草生
向井
北村
（川分）
向井

3・4年
3・4年
3・4年
2～4年
2～4年
1・2年
2・3年
2・3年
2・3年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
2・3年
2・3年
2・3年
3・4年
2・3年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

開講期・曜日・
時限

教員名

標準
履修年次

単位数

進藤
石田
（休）
進藤
笹島
伊地知
笹島
川野
笹島
川野
石田
伊地知
進藤
伊地知
石田
進藤
川野
石田
伊地知
川野
笹島
石田
笹島
（林（美））
（村上）
（休）
川野
川野
池上
池上
山
山

2年
2年
2年
2年
2年
2年
3年
3年
3年
3年
2年
2年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

院と共通

可
可

院と共通
院と共通
院と共通
可

院と共通

L212170010
L212180010
L212190010
L212200010
L212210010
L213010010
L213020010
L213030010
L213040010
L213050010
L213060010
L213070010
L213080010
L213090010
L213100010
L213110010
L213120010
L213130010
L213140010
L213150010
L213160010
L213170010
L213180010
L213190010
L213200010
L213210010
L213220010
L213230010
L213240010
L213250010
L213260010

LAJPH3307
LAJPH3308
LAJPH3309
LAJPH3209
LAJPH3210
LAGEN2101
LAWHE3201
LAWHE3202
LAGEN3202
LAWHE3203
LAWHE3204
LAWHE3205
LAGEN3203
LAWHE3301
LAWHE3302
LAWHE3303
LAGEN3301
LAWHE3304
LAWHE3305
LAGEN3302
LAWHW3201
LAWHW3202
LAWHW3203
LAWHW3301
LAWHW3204
LAWHW3302
LAWHW3303
LAWHW3304
LAWHW3305
LAWHW3306
LAWHW3307

■人間行動学科
科目名

社会学概論Ⅰ
社会学概論Ⅱ
社会学史Ⅰ
社会学史Ⅱ
社会学研究法Ⅰ
社会学研究法Ⅱ
社会学実習Ⅰa
社会学実習Ⅰb
社会学実習Ⅱa
社会学実習Ⅱb
社会学基礎演習a
社会学基礎演習b
社会学演習Ⅰa
社会学演習Ⅰb
社会学演習Ⅱa
社会学演習Ⅱb
社会学演習Ⅲ
社会学演習Ⅳa
社会学演習Ⅳb
社会学演習Ⅳc
社会学演習Ⅳd
社会学特論Ⅰ
社会学特論Ⅱ
社会学特講Ⅰ
社会学特講Ⅱ
社会学特講Ⅲ
社会調査法
社会学データ解析法
心理学概論Ⅰ
心理学概論Ⅱ
心理学研究法Ⅰ
心理学研究法Ⅱ

前火4
後火3
後火4
前月4
後木3
前水2
前木4
後水2
後木4
前水2
前水3
後月4
後水3
前水4
前火2
後木3
後水4
後水4
後火4
後木4
前火3
後木2
前水5
後金2
後木2
前木3
前木2
後木2
前月3
後月3

他学部
履修

可
可
可
可
可
可

備考

社会調査士必修
社会調査士必修
社会調査士必修
社会調査士必修
社会調査士必修
社会調査士必修

院と共通
院と共通
院と共通

可
可
可
可

授業コード

L221010010
L221020010
L221030010
L221040010
L221050010
L221060010
L221070010
L221070020
L221080010
L221080020
L221090010
L221090020
L221100010
L221100020
L221110010
L221110020
L221120010
L221130010
L221130020
L221130030
L221130040
L221140010
L221150010
L221160010
L221170010
L221180010
L221190010
L221200010
L222010010
L222020010
L222030010
L222040010

科目ナンバー

LBSOC3201
LBSOC3202
LBSOC3203
LBSOC3204
LBSOC3205
LBSOC3206
LBSOC3301
LBSOC3301
LBSOC3302
LBSOC3302
LBSOC3207
LBSOC3207
LBSOC3208
LBSOC3208
LBSOC3209
LBSOC3302
LBSOC3210
LBSOC3211
LBSOC3211
LBSOC3211
LBSOC3211
LBSOC3212
LBSOC3213
LBSOC3214
LBSOC3215
LBSOC3216
LBSOC3217
LBSOC3218
LBPSY3201
LBPSY3202
LBPSY3203
LBPSY3204

心理学実験演習Ⅰ（心理学実験）
心理学実験演習Ⅱ（心理学実験）
心理学研究演習Ⅰ
心理学研究演習Ⅱ
人間行動学データ解析法Ⅲ
（心理学統計法）
神経・生理心理学特論
知覚・認知心理学特論
学習・言語心理学特論
発達心理学特論
社会・集団・家族心理学特論
感情・人格心理学特論
動物心理学特論
文化心理学特論
心理的アセスメント特論
心理学特講Ⅰ
心理学特講Ⅱ
心理学特講Ⅲ
心理学統計法
教育学概論Ⅰ
教育学概論Ⅱ
教育方法学Ⅰ
教育方法学Ⅱ
比較・国際教育学
教育学研究法Ⅰ
教育学研究法Ⅱ
教育学実習
教育学演習Ⅰ
教育学演習Ⅱ
教育学演習Ⅲ
教育学演習Ⅳ
教育学演習Ⅴ
教育行政学
教育史
教育メディア論
教育学特講Ⅰ
教育学特講Ⅱ
地理学概論Ⅰ
地理学概論Ⅱ
地誌学Ⅰ
地誌学Ⅱ
地理学実験実習Ⅰ
地理学実験実習Ⅱ
地理学講読演習Ⅰ
地理学講読演習Ⅱ
地理学野外調査実習Ⅰ
地理学野外調査実習Ⅱ
地理学演習Ⅰ
地理学演習Ⅱ
人間行動学データ解析法Ⅳ
自然地理学概論
地図学
地理情報学
地理学特講Ⅰ
地理学特講Ⅱ

前水3
前水4
前水2
後水2

川邉・（田中（宏））
川邉・（田中（宏））
山・池上・川邉・佐伯
山・池上・川邉・佐伯

前木2

（鈴木（文））

3・4年

2単位

（休）
（休）
佐伯
（休）
（谷口）
（中川）
川邉
山
（中川）
（米田）
（休）
（休）
（休）
柏木
辻野
森
島田
（出羽）
添田
島田
島田
辻野
柏木
島田
森
添田
辻野
柏木
（深見）
（西村）
（髙谷）
（麻生）
（川口）
大場
祖田
祖田
木村
山﨑
大場
祖田
大場
大場・山﨑
山﨑・大場
木村
（小倉）
（休）
木村
水内
（吉田（容））

2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
3・4年
3・4年
3・4年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
3年
3年
2年
3年
2年
2年
3年
2年
3年
3・4年
3・4年
2～4年
2～4年
3・4年
3・4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2・3年
2・3年
3年
3年
2・3年
3年
3年
3年
3・4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

開講期・曜日・
時限

教員名

標準
履修年次

単位数

前火2
後月2
前月4
後月4
前月3
後月3
前木4
後木4

小林
久堀
丹羽
丹羽
（開）
奥野
山本
山本

1～3年
1～3年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

後水1
後月4
前火4
後火4
前火3
前火5
前集中

前木4
前月4
前火2
前火3
後木3
前火4
後月2
後月3
後火3
後木5
前木3
前水2
前火5
後水3
前火4
前集中
前集中
前集中
後水3
前金2
前水2
後水4
前火3
前火4
前木2
後月4
後水2
前月4
前木3
後木4
後月3
後火2
前火2
後月2
後金2

2年
2年
3年
3年

2単位
2単位
2単位
2単位

可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可

院と共通

院と共通

可
可
可
可

可
可
可
可
可

院と共通
院と共通

L222050010
L222060010
L222070010
L222080010

LBPSY3205
LBPSY3206
LBPSY3301
LBPSY3302

L220050010

LBPSY3303

L222090010
L222100010
L222110010
L222120010
L222130010
L222140010
L222150010
L222160010
L222170010
L222180010
L222190010
L222200010
L222210010
L223010010
L223020010
L223030010
L223040010
L223050010
L223060010
L223070010
L223080010
L223090010
L223100010
L223110010
L223120010
L223130010
L223140010
L223150010
L223160010
L223170010
L223180010
L224010010
L224020010
L224030010
L224040010
L224050010
L224060010
L224070010
L224080010
L224090010
L224100010
L224110010
L224120010
L220060010
L224130010
L224140010
L224150010
L224160010
L224170010

LBPSY3207
LBPSY3208
LBPSY3209
LBPSY3210
LBPSY3211
LBPSY3212
LBPSY3213
LBPSY3214
LBPSY3215
LBPSY3304
LBPSY3305
LBPSY3306
LBPSY3216
LBEDU3201
LBEDU3202
LBEDU3203
LBEDU3301
LBEDU3302
LBEDU3204
LBEDU3303
LBEDU3205
LBEDU3206
LBEDU3304
LBEDU3207
LBEDU3305
LBEDU3306
LBEDU3307
LBEDU3208
LBEDU3209
LBEDU3308
LBEDU3309
LBGEO3201
LBGEO3202
LBGEO3203
LBGEO3204
LBGEO3205
LBGEO3206
LBGEO3301
LBGEO3302
LBGEO3207
LBGEO3303
LBGEO3304
LBGEO3305
LBGEN3306
LBGEO3208
LBGEO3209
LBGEO3210
LBGEO3211
LBGEO3212

■言語文化学科
科目名

国文学史Ⅰ
国文学史Ⅱ
国語学基礎論
国語学方法論
国語国文学講読Ⅰ
国語国文学講読Ⅱ
国語国文学講読Ⅲ
国語国文学講読Ⅳ

他学部
履修

可
可

備考

授業コード

L231010010
L231020010
L231030010
L231040010
L231050010
L231060010
L231070010
L231080010

科目ナンバー

LCJPN2101
LCJPN2102
LCJPN3201
LCJPN3202
LCJPN3203
LCJPN3204
LCJPN3205
LCJPN3206

国語国文学演習Ⅰ
国語国文学演習Ⅱ
国語国文学演習Ⅲ
国語国文学演習Ⅳ
国語国文学演習Ⅴ
国語国文学演習Ⅵ
国語国文学特講Ⅰ
国語国文学特講Ⅱ
国語国文学特論
国語国文学特論演習
中国語中国文学概論Ⅰ
中国語中国文学概論Ⅱ
中国語中国文学概論Ⅲ
中国語中国文学概論Ⅳ
中国語基礎演習Ⅰ(前期ペア）
中国語基礎演習Ⅱ(前期ペア）
中国語学演習Ⅰ
中国語学演習Ⅱ
中国文学演習Ⅰ
中国文化学演習Ⅰ
中国文化学演習Ⅱ
中国語コミュニケーションⅠ(後期ペア)
中国語コミュニケーションⅡ(後期ペア)
中国語コミュニケーションⅢ
中国語コミュニケーションⅣ
中国語中国文学特講Ⅰ
中国語中国文学特講Ⅱ
英米文化概論
英米文学史Ⅰ
英米文学史Ⅱ
英米文学史Ⅲ
英語学概論Ⅰ
英語学概論Ⅱ
英米文化演習
英米文学演習Ⅰ
英米文学演習Ⅱ
英米文学演習Ⅲ
英米文学演習Ⅳ
英語学演習
英米文化特講
英米文学特講
英語学特講
英語コミュニケーションⅠ
英語コミュニケーションⅡ
ドイツ語フランス語圏言語文化論Ⅰ
ドイツ語フランス語圏言語文化論Ⅱ
ドイツ語圏文学史
ドイツ語圏文化論
ドイツ語学概論
ドイツ語圏言語文化基礎演習Ⅰ
ドイツ語圏言語文化基礎演習Ⅱ
ドイツ語圏言語文化演習Ⅰ
ドイツ語圏言語文化演習Ⅱ
ドイツ語圏言語文化演習Ⅲ
ドイツ語圏言語文化特別演習
ドイツ語コミュニケーションⅠ
ドイツ語コミュニケーションⅡ
ドイツ語圏ランデスクンデ
フランス語圏文学史
フランス語圏文化論
フランス語学概論
フランス語圏言語文化基礎演習Ⅰ
フランス語圏言語文化基礎演習Ⅱ
フランス語圏言語文化演習Ⅰ
フランス語圏言語文化演習Ⅱ
フランス語圏言語文化演習Ⅲ

前水3
後水3
前火3
後火2
前木3
後木3
前月2
後水2
前火4
後火4
前火2
前金2
後水3
前火3
前月2
前木2
後火2
前水3
前水2
前火4
後火4
後月2
後水2
前水1
後火3
前月2
後水4
前火3
後火4
前水3
前火4
後木3
前水2
前木3
後火2
後水3
後木2
後火3
前集中
前水4
後水2
後月3
後木2
前火2
前金3
前木2
後月3
後木4
前木3
後月4
前月4
前水2
後水2
後火4
後火2
前水4
前月3
後水3
前火2
前木2
前水3
後木2

久堀
久堀
（大坪）
小林
丹羽
丹羽
山本
山本
（吉井）
（吉井）
岩本
松浦
大岩本
張
松浦
松浦
岩本
大岩本
松浦
張
張
大岩本
大岩本
岩本
張
（緒方）
（休）
リチャーズ
杉井
田中（孝）
古賀
豊田
豊田
リチャーズ
田中（孝）
杉井
古賀
古賀
豊田
（休）
（中井）
（休）
リチャーズ
（シーヴァート）
（休）
福島
髙井
長谷川
［神竹］
［神竹］
髙井
［神竹］
髙井
長谷川
長谷川
［エルトレ］
［エルトレ］
［エルトレ］
原野
白田
福島
白田
原野
福島
原野
白田

3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
2～4年
2～4年
3・4年
3・4年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
3・4年
2・3年
2・3年
2～4年
2～4年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2・3年
2・3年
2・3年
2年
2年
3・4年
3・4年
3・4年
3年
3・4年
3・4年
3・4年
1・2年
2・3年
2・3年
2年
2年
3・4年
3・4年
3・4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

Mと共通
Mと共通

可
可
可
可

可
可
可
可
可
可

可
可
可

可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可

院と共通

院と共通

L231090010
L231100010
L231110010
L231120010
L231130010
L231140010
L231150010
L231160010
L231170010
L231180010
L232010010
L232020010
L232030010
L232040010
L232070010
L232080010
L232090010
L232100010
L232110010
L232140010
L232150010
L232170010
L232180010
L232190010
L232200010
L232210010
L232220010
L233010010
L233020010
L233030010
L233040010
L233050010
L233060010
L233070010
L233080010
L233090010
L233100010
L233180010
L233190010
L233130010
L233140010
L233150010
L233160010
L233170010
L234010010
L234020010
L234030010
L234040010
L234050010
L234060010
L234070010
L234080010
L234090010
L234100010
L234110010
L234120010
L234130010
L234140010
L234150010
L234160010
L234170010
L234180010
L234190010
L234200010
L234210010
L234220010

LCJPN3301
LCJPN3302
LCJPN3303
LCJPN3304
LCJPN3305
LCJPN3306
LCJPN3207
LCJPN3208
LCJPN3307
LCJPN3308
LCCHN3201
LCCHN3202
LCCHN3203
LCCHN3204
LCCHN3205
LCCHN3206
LCCHN3301
LCCHN3302
LCCHN3303
LCCHN3305
LCCHN3306
LCCHN3207
LCCHN3208
LCCHN3209
LCCHN3210
LCCHN3211
LCCHN3212
LCENG3201
LCENG3202
LCENG3203
LCENG3204
LCENG3205
LCENG3206
LCENG3207
LCENG3208
LCENG3209
LCENG3210
LCENG3211
LCENG3212
LCENG3213
LCENG3214
LCENG3215
LCENG3216
LCENG3217
LCDFX3201
LCDFX3202
LCDFD3201
LCDFD3202
LCDFD3203
LCDFD3204
LCDFD3205
LCDFD3301
LCDFD3302
LCDFD3303
LCDFD3304
LCDFD3305
LCDFD3306
LCDFD3307
LCDFF2101
LCDFF3201
LCDFF3202
LCDFF3203
LCDFF3204
LCDFF3301
LCDFF3302
LCDFF3303

フランス語圏言語文化特別演習
フランス語コミュニケーションⅠ
フランス語コミュニケーションⅡ
エチュード・フランコフォーヌ
ヨーロッパ言語文化特講
インターカルチュラルスタディーズ
言語学基礎論
言語応用論
言語比較論
言語教育論
言語情報論
言語応用論演習
言語比較論演習
言語教育論演習
言語情報論演習
言語応用特論
言語比較特論
言語教育特論
言語応用特講
言語比較特講
言語教育特講
文化理論
表現文化論
表象文化論
比較表現論
文化理論基礎演習a
文化理論基礎演習b
表現・表象文化論基礎演習a
表現・表象文化論基礎演習b
表現・表象文化論演習Ⅰ
表現・表象文化論演習Ⅱ
表現・表象文化論演習Ⅲ
表現・表象文化論演習Ⅳ
比較表現論演習
文化理論特別演習a,b
表現文化論特論
表象文化論特論
比較表現論特論
表現文化講読Ⅰ
表現文化講読Ⅱ
表現文化講読Ⅲ

後集中
前水2
後火4
前火4
前木3
前水3
後水2
後木2
前月4
前月5
前月3
後水5
前金3
後水4
後火2

福島
［バレイユ］
［バレイユ］
（岩本（和））
（田島）
（休）
山崎
井狩
山崎
（休）
関
井狩
田中（一）
（休）
関
山崎
田中（一）
田中（一）
（休）
（田浦）
（西岡）
野末
（小野原）
海老根
高島
野末
高島
（三上）
[江村]
（石川）
菅原・小田中
（秋吉）
小田中
高島

3年
3・4年
3・4年
2～4年
2～4年
2～4年
1～4年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
3年
3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2～4年
2～4年
2年
2年
2年
2年
2・3年
2・3年
3・4年
3・4年
3・4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

前火2・3

小田中

3・4年

2単位

後水3
前火3
後月4
後木3
後火3
前集中

増田
（朴）
[江村]
海老根
小田中
（中島）

3・4年
3・4年
1～4年
2～4年
2～4年
2～4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

開講期・曜日・
時限

教員名

標準
履修年次

単位数

（宮下）
（菊地）
多和田
多和田
天野
天野
（休）
（西澤）
（湯谷）
（休）
（垣内）
（垣内）
（休）
（休）
（佐藤（義））
（佐藤（義））
（堀川）
（休）
（休）
（休）
（休）

2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2・3年
2・3年
1～4年
1～4年
1～4年
1～4年
1～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

後木3
前木4
後木4
後水2
後火3
前月3
前火2
後月3
前火3
後火2
前木3
後火4
後木4
前火4
後火3

可
可
可
可
可
可

可

Mと共通

L234230010
L234240010
L234250010
L234260010
L234270010
L234280010
L235010010
L235020010
L235030010
L235040010
L235050010
L235060010
L235070010
L235080010
L235090010
L235100010
L235110010
L235120010
L235130010
L235140010
L235150010
L236010010
L236020010
L236030010
L236040010
L236050010
L236050020
L236060010
L236060020
L236070010
L236080010
L236090010
L236100010
L236110010
L236120010・
L236120020
L236130010
L236140010
L236150010
L236160010
L236170010
L236180010

LCDFF3304
LCDFF3305
LCDFF3306
LCDFF3205
LCDFX3203
LCDFX3204
LCLNG2101
LCLNG3201
LCLNG3202
LCLNG3203
LCLNG3204
LCLNG3205
LCLNG3206
LCLNG3207
LCLNG3208
LCLNG3301
LCLNG3302
LCLNG3209
LCLNG3210
LCLNG3211
LCLNG3212
LCART3201
LCART3202
LCART3203
LCART3204
LCART3205
LCART3205
LCART3206
LCART3206
LCART3207
LCART3208
LCART3301
LCART3302
LCART3303
LCART3304
LCART3305
LCART3306
LCART2101
LCART3209
LCART3210
LCART3211

◆文学部共通専門教育科目
科目名

美術史通論
民俗学
文化人類学概論Ⅰ
文化人類学概論Ⅱ
観光文化論
観光文化実践演習
広報情報論Ⅰ
広報情報論Ⅱ
マス・コミュニケーション論Ⅰ
マス・コミュニケーション論Ⅱ
中国古典語Ⅰ
中国古典語Ⅱ
ギリシア語Ⅰ
ギリシア語Ⅱ
ラテン語Ⅰ
ラテン語Ⅱ
西洋古典学
比較文化交流論Ⅰ
比較文化交流論Ⅱ
国際都市文化論Ⅰ
国際都市文化論Ⅱ

後金3
前金2
前火2
後火2
前木3
後木3
後木5
前水2
前水4
後水4

前木3
後木3
前集中

他学部
履修

可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可

備考

授業コード

L200110010
L200120010
L200130010
L200140010
L200390010
L200400010
L200150010
L200160010
L200170010
L200180010
L200190010
L200200010
L200210010
L200220010
L200230010
L200240010
L200250010
L200280010
L200290010
L200300010
L200310010

科目ナンバー

LXGEN3201
LXGEN3202
LXGEN3203
LXGEN3204
LXGEN3205
LXGEN3206
LXGEN3207
LXGEN3208
LXGEN3209
LXGEN3210
LXGEN3211
LXGEN3212
LXGEN2101
LXGEN2102
LXGEN2103
LXGEN2104
LXGEN2105
LXGEN3215
LXGEN3216
LXGEN3217
LXGEN3218

国際都市社会論Ⅰ
国際都市社会論Ⅱ
上方文化講座
文学部基礎演習a,b,c,d,e
文学部実践演習
日本文化発信のための英語
大阪の地域・文化実践演習
外国大学科目Ⅰ
外国大学科目Ⅱ
外国大学科目Ⅲ
外国大学科目Ⅳ

前集中

川邉
（休）
久堀

2～4年
2～4年
1～4年

2単位
2単位
2単位

１年

（休）
（奥西）
（休）
―
―
―
―

教員名

前集中
前火2・水4・
木3・金2・ （辻・石川・渡辺・大坪・大山）
水3
後木2
―
―
―
―

院と共通

L200320010
L200330010
L200340010

LXGEN3219
LXGEN3220
LXGEN2106

2単位

L200370010～
L200370050

LXGEN1101

3年
2～4年
2～4年
1～4年
1～4年
1～4年
1～4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

L200380010
L201040010
L201070010
L201080010
L201090010
L201100010
L201110010

LXGEN3301
LXGEN3223
LXGEN3224
LXGEN2107
LXGEN2108
LXGEN2109
LXGEN2110

標準
履修年次

単位数

可

◆教職に関する科目
科目名

教職概論a,b,c
教育基礎論a,b
教育基礎論ｃ
発達・学習論a,b,c
教育制度論a
教育制度論b,c
国語科教育法Ⅰ
国語科教育法Ⅱ
国語科教育法Ⅲ
国語科教育法Ⅳ
社会科・地理歴史科教育法Ⅰ
社会科・地理歴史科教育法Ⅱ
社会科・公民科教育法Ⅰa,b
社会科・公民科教育法Ⅱa,b
外国語科教育法（英語）Ⅰ
外国語科教育法（英語）Ⅱ
外国語科教育法（英語）Ⅲ
外国語科教育法（英語）Ⅳ
外国語科教育法（独語）Ⅰ
外国語科教育法（独語）Ⅱ
外国語科教育法（独語）Ⅲ
外国語科教育法（独語）Ⅳ
外国語科教育法（仏語）Ⅰ
外国語科教育法（仏語）Ⅱ
外国語科教育法（仏語）Ⅲ
外国語科教育法（仏語）Ⅳ
外国語科教育法（中国語）Ⅰ
外国語科教育法（中国語）Ⅱ
外国語科教育法（中国語）Ⅲ
外国語科教育法（中国語）Ⅳ
教育方法論a
教育方法論b
教育方法論ｃ
教育課程論a
教育課程論b
教育課程論ｃ
特別活動論a,b
特別活動論ｃ
道徳指導論a,b
教育相談論a,b
生徒・進路指導と人権a,b
教職実践演習（中・高）
中学校教育実習
高等学校教育実習
教育実習事前事後指導（中・高）
書道Ａ
書道Ｂ
教職ボランティア実習Ⅰ
教職ボランティア実習Ⅱ

開講期・曜日・
時限

後月2・5/
火3
前金1・後金2
前金2
前金3・4/
後金3
前水3
前月5・後集中
前金3
後金4
前金4
前金5
後金5
前木3・4
後木3・4
前木2
前金4
後木2
前金4
後金4

前月2
後月4

後集中
前集中
後火4
前集中
後火2
前木2
後木2
前集中
前・後火2
後月3
後金4・5
前・後月5
前・後月4
後集中
前集中
前集中
前集中
後金2

通年集中

他学部
履修

森

1～4年

2単位

可

（津田）
（森岡）

2～4年
2～4年

2単位
2単位

可
可

（上宮）

2～4年

2単位

可

辻野
（三羽）
（木村）
（木村）
（休）
（木村）
（中）
（中）
（岩本（賢））
（岩本（賢））
井狩
（溝畑）
（休）
井狩
[神竹]
[神竹]
（休）
（休）
福島
福島
（休）
（休）
（休）
岩本
（休）
岩本
（古田）
（坂本）
（寺嶋）
島田
（木原（俊））
（廣瀬）
[小原]
添田
（丸田）
（齋藤）・［弘田]
（西田）
島田ほか
添田・辻野
添田・辻野
添田・辻野
（南條）
（休）
（休）
添田

2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
2～4年
4年
4年
4年
4年
2～4年
2～4年
1～4年
1～4年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
4単位
2単位
1単位
2単位
2単位
2単位
2単位

可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可

備考

授業コード

L200510010・
20・30
L200520010・20
L200520030
L200530010
・20・30
L200540010
L200540020・30
L200580010
L200590010
L200600010
L200610010
L200620010
L200630010
L200640010・20
L200650010・20
L200660010
L200670010
L200680010
L200690010
L200700010
L200710010
L200720010
L200730010
L200740010
L200750010
L200760010
L200770010
L200780010
L200790010
L200800010
L200810010
L200570010
L200570020
L200570030
L200550010
L200550020
L200550030
L200560010・20
L200560030
L200821010・20
L200840010・20
L200831010・20
L200880010
L200850010
L200860010
L200871010
L200940010
L200950010
L200900010
L200910010

科目ナンバー

KLPED1101
KLPED2201
KLPED2201
KLPED2202
KLPED2203
KLPED2203
KLJPN2201
KLJPN2202
KLJPN2203
KLJPN2204
KLSGH2201
KLSGH2202
KLSCV2201
KLSCV2202
KLENG2201
KLENG2202
KLENG2203
KLENG2204
KLGER2201
KLGER2202
KLGER2203
KLGER2204
KLFRN2201
KLFRN2202
KLFRN2203
KLFRN2204
KLCHN2201
KLCHN2202
KLCHN2203
KLCHN2204
KLPED2204
KLPED2204
KLPED2204
KLPED2205
KLPED2205
KLPED2205
KLPED2206
KLPED2206
KLPED2207
KLPED2208
KLPED2209
KKSEM4401
KKPRA4401
KKPRA4402
KKLEC4401
KLJPN2205
KLJPN2206
KLPRA1101
KLPRA1102

教職ボランティア実習Ⅲ
教職ボランティア実習Ⅳ
教職ボランティア実習Ⅴ
教職ボランティア実習Ⅵ

前期集中
後期集中

（休）
（休）
添田
添田

1～4年
1～4年
1～4年
1～4年

2単位
2単位
2単位
2単位

可
可
可
可

教員名

標準
履修年次

単位数

他学部
履修

（赤尾）
岸本
（船越）
（伊藤）
（豆谷）ほか
（川端）ほか
（井上（敏））
（吉田（健））

1・2年
1・2年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年
2・3年

2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位
2単位

可
可
可
可
可
可
可
可

L200410010
L200420010
L200960010
L200970010
L201010010
L201020010
L201030010
L200980010

MULEC1101
MULEC1102
MULEC1103
MULEC1104
MULEC1105
MULEC1106
MULEC1107
MULEC1108

岸本

3･4年

2単位

可

L200990010

MUPRA3301

岸本

3･4年

1単位

可

L201000010

MUPRA3302

L200920010
L200930010
L201050010
L201060010

KLPRA1103
KLPRA1104
KLPRA1105
KLPRA1106

◆博物館に関する科目
科目名

生涯学習概論
博物館概論
博物館経営論
博物館資料論
博物館資料保存論
博物館展示論
博物館教育論
博物館情報・メディア論
博物館実習Ⅰ
博物館実習Ⅱ

開講期・曜日・
時限

後金5
前火1
後火4
前火5
前金4
後金4
前水1
前金2
通年（前水
5・後火5）
通年集中

備考

授業コード

科目ナンバー

授業科目名

科目NO.

人間文化基礎論Ⅰ a

LAGEN1101

授業コード

L210010010
単位数

Introduction to Philosophy and History (Seminar) Ⅰ a
授業形態

担当教員名

演習

佐金 武

2単位

●科目の主題
主として哲学コースを志望する学生のために提供する、1回生向け演習科目。
哲学に必要とされる基礎的なリテラシーを実践的に習得する。
●到達目標
哲学上の様々なテーマを扱いながら、哲学的に問題を考察する力を養う。
自分の考えを発表によって他者に伝える技術、それを文書にまとめる能力、ディスカッションを通じて思考を深める方法など、大
学生として研究を進めるうえで基本となるリテラシーの習得を目指す。
●授業内容・授業計画
今年度は、リチャード・H・スミス（著）、澤田匡人（訳）、『シャーデンフロイデ』を読む。事前にテキストを入手
すること。
（なお、本書は「他人の不幸に対する喜び＝シャーデンフロイデ」に関するものであり、純粋な哲学のテーマというよ
りはむしろ心理学に属する諸問題が扱われる。
ただし、この授業の目的は、心理学の専門的知識を身につけることではなく、それを題材として哲学的思考を実践的に
学ぶことにある。）
章ごとに2〜3名の発表担当者を割り当てる（1人につき担当2〜3回）。担当者は発表当日までにレジュメを作成し、人
数分の配布用のプリントも用意すること。
レジュメはA4で3〜4枚程度。形式は問わないが、次の項目を入れること。
（1） 要旨 … 担当する章のテーマと主要な問題、筆者の考えをまとめる。
（2） 個別的議論 … 議論ポイントを整理し、自分の言葉で明確化する。
（3） 問題提起… テキストを精読し、少なくとも一つ自分の疑問を提起する。
上記の項目ごとに発表内容を評価する。
担当者による発表後、ディスカッションやグループワークを行う。
第１回 ガイダンスおよび担当の決定
第２回 第1章に関する発表（デモンストレーション）とディスカッション
第３回 第2章に関する発表とディスカッション
第４回 第3章に関する発表とディスカッション
第５回 第4章に関する発表とディスカッション
第６回 第5章に関する発表とディスカッション
第７回 第6章に関する発表とディスカッション
第８回 第7章に関する発表とディスカッション
第９回 第8章に関する発表とディスカッション
第１０回 第9章に関する発表とディスカッション
第１１回 第10章に関する発表とディスカッション
第１２回 第10章に関する発表とディスカッション
第１３回 プレゼンテーションの方法と準備
第１４回 グループ研究発表（1）
第１５回 グループ研究発表（2）
●事前・事後学習の内容
各担当者は授業前にしっかり発表の準備を行うこと。
研究発表では、独自の問題設定のもと数名のグループでプレゼンテーションを行う。
授業の資料は下記よりダウンロード。
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/sakon/
●評価方法
平常点（出席点40点＋各章担当40点＋プレゼン20点）による評価を基本とする。
ただし、欠席6回以上は評価の対象としない。
各章の内容に関する発表は少なくとも2回担当すること。
その他、議論への積極的な貢献などが認められる場合は、随時加点も検討する。
●受講生へのコメント
特に哲学コース志望者の受講を期待するが、他コースに進む学生の受講も歓迎する。
●参考文献・教材
テキストは、リチャード・H・スミス（著）、澤田匡人（訳）、『シャーデンフロイデ』、勁草書房、2018年を使用する。

授業科目名

科目NO.

人間文化基礎論Ⅰ b

LAGEN1101

授業コード

L210010020
単位数

Introduction to Philosophy and History (Seminar) Ⅰ b
授業形態

担当教員名

講義

佐賀 朝

2単位

●科目の主題
井手英策・宇野重規・坂井豊貴・松沢裕作『大人のための社会科入門』（有斐閣、2017年）をテキストとして、歴史学
を含めた人文・社会科学が取り上げる現代の諸問題に、学問を通じてどのようにアプローチするかを学ぶ。その際、歴史
学や歴史資料を通じて何を知り、考えることができるか、また、歴史学は、現代の世の中に「役立つ」答えや、それを出
すための方法を、どのように提示することができるのか、について、受講生と一緒に考えてみたい。
●到達目標
テキストの講読と要約・発表、質疑などを通じて、人文・社会科学における基本的な問題の捉え方・考え方を修得することを目ざ
す。
あわせて歴史学や歴史資料の役割や可能性について思考を深めることも目ざす。
●授業内容・授業計画
第１回 ガイダンス―自己紹介と授業の進め方について
第２回 導入講義―テキストの「序」を読む
第３回 テキスト講読その 1（学生による要約発表・コメントと質疑）
第４回 テキスト講読その 2（学生による要約発表・コメントと質疑）
第５回 テキスト講読その 3（学生による要約発表・コメントと質疑）
第６回 テキスト講読その 4（学生による要約発表・コメントと質疑）
第７回 テキスト講読その 5（学生による要約発表・コメントと質疑）
第８回 テキスト講読その 6（学生による要約発表・コメントと質疑）
第９回 テキスト講読その 7（学生による要約発表・コメントと質疑）
第10回 テキスト講読その 8（学生による要約発表・コメントと質疑）
第11回 テキスト講読その 9（学生による要約発表・コメントと質疑）
第12回 テキスト講読その10（学生による要約発表・コメントと質疑）
第13回 テキスト講読その11（学生による要約発表・コメントと質疑）
第14回 テキスト講読その12（学生による要約発表・コメントと質疑）
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
毎回、取り上げるテキストは事前に必ず読んで論点を整理した上で、授業に参加すること。
また、コミュニケーションカードや課題シートに記入したり、それを添削しコメントを加え、返却したものを読み返し、
論点を整理して学期末レポートに備えるなど、事後学習も行うこと。
●評価方法
平常点、発表、質疑への参加状況、課題シートの内容、学期末レポートなどを総合的に評価する。
●受講生へのコメント
授業で取り上げるテキストでは、広く人文・社会科学全般や現代社会に関わる諸問題を取り上げていますが、そうした
諸問題をめぐる基本的な論点や考え方を、まずは広く学んでください。
また、歴史学は、現代社会の諸問題の解決に直接「役立つ」とは限らないものですが、皆さんが生きている現代を捉え
るためには不可欠な学問でもあります。
そうしたことを、この授業を通じて、少しでも実感してもらえると嬉しいです。
●参考文献・教材
・テキスト 井手英策・宇野重規・坂井豊貴・松沢裕作『大人のための社会科入門』（有斐閣、2017年）
・その他、参考文献などは、授業の中で随時、紹介する。

授業科目名

科目NO.

人間文化基礎論Ⅱ a

LAGEN1102

授業コード

L210020010
単位数

Introduction to Philosophy and History (Seminar) Ⅱ a
授業形態

担当教員名

講義

土屋 貴志

2単位

●科目の主題
学問を研究するために必要な基本的姿勢と諸方法を学ぶ。
●到達目標
大学におけるレポートや卒業論文を書く際に必要な、学術的文章の書き方、論理的思考、資料を収集する方法、資料の分析方
法、論述の構成の仕方、発表の仕方などを身につける。
●授業内容・授業計画
前半に学術的文章の書き方を学び、後半にはディベート試合を通して、資料収集の方法、資料の分析、論点の整理と検
討、および発表の仕方を学んだ後、成果を最終レポートに集大成する。
具体的には以下の内容を予定しているが、必要に応じて変更する可能性もある。
第１回 ガイダンス・受講カード記入・小論文（400字程度）執筆
第２回 科目に関連する学情ツアー
第３回 学術的文章の書き方
第４回 小論文例の検討①
第５回 小論文例の検討②
第６回 小論文例の検討③
第７回 中間レポート（2000字程度）執筆
第８回 文献資料の探し方
第９回 ビデオ資料視聴、チームごとのディベート準備
第１０回 ディベート試合①
第１１回 ディベート試合②
第１２回 ディベート試合③
第１３回 ディベート試合④
第１４回 最終レポート（4000字程度）執筆
第１５回 採点面接
●事前・事後学習の内容
小論文執筆・添削・資料読解・レポート執筆・文献検索・文献読解・グループによるディベート準備など、毎回のよう
に事前学習課題がある。
また、授業後は課題や授業の内容をよく振り返り、最終レポートに向けて準備をすること。
●評価方法
課題に対する提出物の内容を評価の対象とする。
評価内容は「受講カード」に記録し、いつでも閲覧に応じる。
学期末試験は行わないが、採点に関する面談を行う（詳細は授業中に説明する。受講者20名を超えた場合には、半期に
わたる自らの学習活動を評点化しその根拠を記した「自己評価レポート」で代用する）。学期末レポート・受講カードは
採点面談時に（自己評価レポートに代替した場合は採点終了後に学生サポートセンター文学部教務担当から）返却する。
●受講生へのコメント
授業は受講生諸君の主体的な作業を中心に進められる。毎回のように宿題が出るのに加え、グループでのディベート準
備など、事前・事後学習の量が多いので、十分に覚悟して履修すること。
●参考文献・教材
P. シンガー『実践の倫理』（昭和堂）、G. ペンス『医療倫理』（みすず書房）ほか、授業時間中に配布ないし紹介する。

授業科目名

科目NO.

人間文化基礎論Ⅱ b

LAGEN1102

授業コード

L210020020
単位数

Introduction to Philosophy and History (Seminar) Ⅱ b
授業形態

担当教員名

演習

野村 親義

2単位

●科目の主題
本演習の目的は、グローバル・ヒストリーもしくはこれに類する研究に触れることで、これらの歴史研究が目指す歴史
像に対する理解を深めることである。
●到達目標
昨今、地球全体の歴史を統一的に理解しようとする、グローバル・ヒストリーもしくはそれに類する研究が、国内外で勢いを増しつ
つある。本演習は、これら歴史研究が構築しようとしている歴史像に対する理解を深めるとともに、これら歴史像に対する肯定的も
しくは批判的な文章を一定程度作成できることを到達目標とする。
●授業内容・授業計画
本演習参加者は、2種類の作業を行うことが期待される。1種類目の作業は、グローバル・ヒストリーもしくはそれに類
する書籍3冊を精読し、その内容の発表・討論を授業前半の9回ほどで行うことである。具体的には、参加者を数グループ
に分け、各回ごとに割り当てられた書籍3冊の該当部分に関するレジュメを各グループごとに作成してもらい、このレジ
ュメをもとに各グループもしくは参加者全体で、該当部分に関する発表・討論を行う。2種類目の作業は、書籍3冊の議論
を踏まえ、A4で2枚程度（3000字程度）のレポートを作成することである。レポートのおおよそ前半半分は書籍3冊全体を
参加者独自の言葉で要約することが期待される。後半のおおよそ半分では、書籍3冊の議論の中で参加者各自が特に関心
を持ったテーマに関し、参加者各自が探した文献を軸に、グローバル・ヒストリーもしくはそれに類する研究に対する肯
定的もしくは批判的な議論を行うことが期待される。なお、このレポートは授業終了後提出してもらうことになるが、授
業の後半3回は、これらレポートの進捗を、参加者全員に報告してもらい、その内容につき、参加者全員で討論すること
とする。
なお、学修効果を考慮し、授業内容・計画を変更することがある。
第１回 ガイダンス（授業の進め方の説明）
第２回 ガイダンス（書籍3冊の紹介）
第３回 書籍①の発表と討論
第４回 書籍①の発表と討論
第５回 書籍①の発表と討論
第６回 書籍②の発表と討論
第７回 書籍②の発表と討論
第８回 書籍②の発表と討論
第９回 書籍③の発表と討論
第１０回 書籍③の発表と討論
第１１回 書籍③の発表と討論
第１２回 参加者各自のレポートの進捗の発表と討論
第１３回 参加者各自のレポートの進捗の発表と討論
第１４回 参加者各自のレポートの進捗の発表と討論
●事前・事後学習の内容
事前に書籍3冊を各自精読すること。事後は、①発表・討論を踏まえた上で、授業当日議論に上がった文章の意味を各
自で再検討すること。同時に、②レポート作成に向け、図書館等で関連文献に目を通す癖をつけること。
●評価方法
平常点50％、レポート50％
●受講生へのコメント
授業開始前までに、下で紹介する書籍3冊を精読しておくこと。
●参考文献・教材
以下は、教科書となります。参加者は皆、事前に購入し、精読しておいてください。
書籍① 羽田正『新しい世界史へ―地球市民のための構想 (岩波新書)』岩波書店、2011年。
書籍② 入江昭『歴史家が見る現代世界（講談社現代新書）』講談社、2014年。
書籍③ 杉山伸也『グローバル経済史入門（岩波新書）』岩波書店、2014年。

授業科目名

科目NO.

人間文化概論Ⅰ

LAGEN1103

授業コード

L210030010
単位数

Introduction to Philosophy and History (Lecture) Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

仲原 孝

2単位

●科目の主題
哲学の基本的な問題の立て方や考え方を学ぶ。
●到達目標
受講者各自がさまざまな問題を哲学的に考える態度を身につけることを目標とする。
●授業内容・授業計画
今年は、以後のすべての哲学の礎石を築いたと言ってよいソクラテスの思想を取り上げる。彼の言う「無知の知」とは
何を意味するか、彼はなぜ裁判でみずから死を招くような言動をとったのか、といったことを掘り下げて考えることを通
じて、哲学的な考え方を修得することをめざす。
授業計画は以下の通り。ただし授業進度の都合上、授業計画に多少の変更が行なわれる場合もありうることを付記して
おく。
第１回 イントロダクション
第２回 「ソクラテス問題」について
第３回 ソクラテスの自殺行為
第４回 ソフィストとソクラテス
第５回 「徳」の教師ソフィスト
第６回 ソクラテス告訴の真の原因
第７回 「無知の知」とは何か
第８回 「哲学」の理念
第９回 ソクラテスと神（ダイモニオン）
第１０回 哲学における神の必要性
第１１回 ソクラテスと死の問題
第１２回 「死の練習」としての哲学
第１３回 ソクラテスと国家の問題
第１４回 哲学の超国家的性格
第１５回 総括。哲学とは何か
●事前・事後学習の内容
必要に応じて資料を配布し、参考文献を指示するので、次回授業までにそれを熟読し、わかったことや疑問点をノート
にまとめておくこと。随時それをレポートの形で提出することを求める。
●評価方法
小論文形式のレポートを課す。論ずるべき課題を通知する時に、同時に、枚数、テーマ、論じ方など、論述が満たすべ
き条件を何項目かにわたって指定する。それらがすべて満たされていることが単位認定の必須の条件となる。
●受講生へのコメント
授業中の私語は厳重に禁止する。レポートでは、講義で提示された問題に対して各自が主体的に答を模索することが求
められる。ノートや参考書をまとめただけのレポートには単位を認定しないので注意。
●参考文献・教材
テキストは用いない。必要な資料は印刷して授業中に配布する。

授業科目名

科目NO.

人間文化概論Ⅱ

LAGEN1104

授業コード

L210040010
単位数

Introduction to Philosophy and History (Lecture) Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

仁木 宏

2単位

●科目の主題
「大学で学ぶ歴史学とはどのようなものか」
１回生のみなさんを主な対象として、大学で学ぶ歴史学とはどのようなものかを講義する。高校までに学んできた歴史
とのちがい。一般社会（テレビや小説など）で見聞きする歴史、受験勉強で学んできた歴史と、学問としての歴史との本
質的なちがいは何かを伝える。担当教員（仁木）が専門とする日本中世史を素材として、さまざまな角度から歴史の見方、
歴史を明らかにするための方法、歴史学のおもしろさ、歴史を学ぶことで開ける未来などについて論じる。
●到達目標
大学で学ぶ歴史学の多様性、学問としての歴史学の本質について理解できるようになる。
●授業内容・授業計画
第１回 ガイダンス
第２回 中世の古文書に「触れて」みよう……織田信長の文書など
第３回 杉本町と我孫子で中世を探す①
第４回 杉本町と我孫子で中世を探す②……現地調査
第５回 歴史学を学ぶことのキャリアパス……先輩たちの証言
第６回 文書の「かたち」から「権力」を解き明かす
第７回 公家日記にみる戦国時代京都の「喧嘩」の作法
第８回 大阪平野に残る随一の中世城館・私部城（きさべじょう、交野市）①
第９回 大阪平野に残る随一の中世城館・私部城（きさべじょう、交野市）②……現地見学
第10回 学問としての人物史……土豪革嶋秀存の選択
第11回 『洛中洛外図屏風』からさぐる武装した村々
第12回 豊臣期大坂城の最新研究……絵図と地質調査
第13回 室町時代小早川氏の法令を研究する……歴史学、考古学、地理学のコラボ
第14回 学際的研究とはどのようなものか
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業の最後に次回の授業の予習事項を通知します。毎回授業終了後に復習事項の指示をします。
●評価方法
学期末に、学修内容を確認するためにレポートを課す。
●受講生へのコメント
日本史コース、世界史コースへ進学予定の1回生は必ず履修すること。歴史に興味がある学生にも受講してもらって、
大学での歴史学とは何か、学問としての歴史学の本質は何かを学んでもらいたい。
●参考文献・教材
授業中に示す。

授業科目名

科目NO.

LBGEN1101

人間行動学概論Ⅰ

授業コード

L220010010
単位数

Introduction to Human Behavioral SciencesⅠ
授業形態

担当教員名

講義

山 祐嗣、添田 晴雄

2単位

●科目の主題
（添田担当分） 教育学は、乳幼児から老齢期までの人間行動における「教えと学び」を分析・考察する学問分野であ
る。本講義では教育学におけるトピックを学びとカリキュラムを中心にいくつかを取り上げ、人間の行動の諸相を教育学
の立場から説明することにより、教育学という学問分野についての理解を深めることを目的とする。
（山担当分）行動科学としての心理学では、さまざまな行動を、理論としての精神を仮定して説明を試みている。現代
は、ストレス社会であるとか、モラルや思いやりが薄れたといわれるが、本当なのだろうか。本講では、「野生環境で進
化した脳が、現代文明を作り出した」という視点から、実は現代は平和で暴力が減少した時代であることを示すと同時に、
現代の本当の問題とは何かを考えていく。
●到達目標
（添田担当分） 学ぶとは何か、教えるとは何かを、教育学の視点から考えてみることと、大学で何を学ぶべきかを再考することを
目標とする。
（山担当分） 人間行動学科の4つのコースのうち、教育学と心理学について、行動学として位置づけながらその領域の理解を深
める。
●授業内容・授業計画
前半を添田（教育学）、後半を山（心理学）が担当する。
第１回 教育学 オリエンテーション なぜ学校（大学）に集まって学ぶのか？
第２回 教育学 カリキュラムとは
第３回 教育学 教科学習の場面以外での学び
第４回 教育学 10年後の自分 社会で求められる力 大学で何をすべきか
第５回 教育学 伝えることの難しさから教育コミュニケーションを考える
第６回 教育学 教育・学習場面における文字言語、音声言語の役割
第７回 教育学 学ぶとは 教えるとは
第８回 心理学の歴史と方法
第９回 暴力の減少と奇跡的な平和
第１０回 大きな脳が文化をうみだした
第１１回 速い直観と遅い熟慮
第１２回 1人の死は悲劇だが、100万人の死は統計
第１３回 文化の低文脈化とコミュニティの崩壊
第１４回 多文化共生のために
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
（添田担当分） 専用ホームページを設け、事前学習教材の閲覧や各課題を入力できるようにする。毎回課題を課す。
（山担当分）配布資料を用いて復習を行い、紹介された文献等を読む。
●評価方法
（添田担当分） 毎回の課題と最終レポートにより評価を行う。
（山担当分） 最終試験により評価を行う。
●受講生へのコメント
（添田担当分） 本科目専用のノートを準備すること。ノートはルーズリーフではなく、綴じたノート。A4判が望まし
い。安価なものでかまわない。大学在学中に、高校までのノート習慣から脱皮し、社会人のノートの使い方を身につけて
欲しい。
（山担当分） 人間や社会の見方に、さまざまな視点があるということを理解して欲しい。
●参考文献・教材
（添田担当分） 適宜紹介する。
（山担当分） 適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

LBGEN1102

人間行動学概論Ⅱ

授業コード

L220020010
単位数

Introduction to Human Behavioral SciencesⅡ
授業形態

担当教員名

講義

祖田 亮次、伊地知 紀子

2単位

●科目の主題
人文 ・ 社会科学における人間とその行動の捉え方を、 社会学、 地理学の観点から講述する。
●到達目標
（祖田担当）地理学的な発想と方法（の一部）を学び、個別の現象に関する地理学的アプローチの事例を知ることで、地理学的
研究がどのような特徴を持っているのかを理解する。
（伊地知担当）はじめに社会学的な発想と方法を学んだのちに、 個別の社会現象に対する社会学的なアプローチの事例を通じ
て、 社会学がどのようなことをしているのかを理解すること。
●授業内容・授業計画
前半前 (1～7 回) を地理学 (祖田)、 後半 (8～14 回) を社会学 (伊地知) が担当する。 授業内容は、 下記の通り。
第１回 地理学とは何か
第２回 環境と社会
第３回 地図と権力
第４回 都市と農村
第５回 国家・国民・領土
第６回 地域活性化
第７回 トランスディシプリン
第８回 社会学的思考
第９回 正常と異常
第１０回 ジェンダー
第１１回 エスニシティ
第１２回 移行期的正義
第１３回 環境問題と社会
第１４回 グローバリゼーションとローカリティ
第１５回 レポート作成と提出
●事前・事後学習の内容
(祖田担当) 事前学習：次週の予習としての宿題が課される。事後学習：講義の内容に即した事例を学生自らが探して考
察する。
(伊地知担当分) 事前学習 : 取り上げる内容について自分なりに事例を収集し考察する。事後学習 : 講義の要点を整理
する。
●評価方法
(祖田担当分)
出席(10%)、毎週のコミュニケーションカード（30%）、宿題(事前事後学習)(30%)、および試験（30%）による。
(伊地知担当分)
毎週のコミュニケーションカード提出 (20%) と定期試験 (80%) による。
●受講生へのコメント
(祖田担当分)
高校の地理を履修したかどうかは全く関係ありません。先入観を持たずに受講してください。
(伊地知担当分)
授業中に意見交換をおこなうので、積極的に参加することが求められる。
●参考文献・教材
(祖田担当分)
テキスト : 使用しない。 授業中にプリントを配布する。
参考書 : 授業時に適宜指示する。
(伊地知担当分)
テキスト : 使用しない。 授業中にプリントを配布する。
参考書 : 授業時に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

人間行動学データ解析法Ⅰ a
Data Analysis of Human Behavioral SciencesⅠ a
授業形態

担当教員名

演習

笹島 秀晃

LBGEN3201

授業コード

L220030010
単位数

2単位

●科目の主題
官庁統計や調査報告を読むための基本的知識、調査・実験から得られたさまざまな形式のデータを整理・分析するため
に必要な基本的知識と技術について解説する。
●到達目標
単純集計、度数分布、代表値、クロス集計、相関関係などの記述統計データの読み方や、グラフの読み方、またそれらの計算や
作成の仕方を学ぶことによって、実際にデータを整理・分析できるようになることが本講義の目標である。
●授業内容・授業計画
指定の教科書の構成に従いつつ、おおむね下記のスケジュールで講義を進める。
第１回 ガイダンス
第２回 統計ソフトの基本操作
第３回 統計ソフトを使った計算
第４回 量的データの収集・入力
第５回 単純集計
第６回 代表値・散らばりの尺度（1）
第７回 代表値・散らばりの尺度（2）
第８回 クロス集計（1）
第９回 クロス集計（2）
第１０回 相関係数
第１１回 データのグラフ化
第１２回 因果関係と相関関係
第１３回 エラボレーション
第１４回 疑似相関・媒介効果・交互作用
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習教科書の該当部分を一通り読んでおくこと。
事後学習講義のスライドの内容を復習するとともに、講義中に指示した課題に取り組むこと。
●評価方法
出席（20％）、課題提出(20％)、試験（60％）。
●受講生へのコメント
授業は、Excel、SPSSなどのソフトウェアを使って演習形式で行う。欠席するとついてこれなくなるので、やむを得ない
場合を除いて休まないこと。なお本講義は、社会調査士資格認定C科目である。
●参考文献・教材
教科書：廣瀬毅士ほか, 2010, 『社会調査のための統計データ分析』オーム社.
参考書：神林博史・三輪哲, 2011, 『社会調査のための統計学』技術評論社．（入門）
参考書：G.W.ボーンシュテット・D.ノーキ, 1992, 『社会統計学』ハーベスト社（発展）

授業科目名

科目NO.

人間行動学データ解析法Ⅰ b
Data Analysis of Human Behavioral SciencesⅠ b
授業形態

担当教員名

演習

森谷 義哉

LBGEN3201

授業コード

L220030020
単位数

2単位

●科目の主題
統計学の基本的な知識を習得し、データ、特に調査データを活用できるようになること。
●到達目標
・統計学の基本的な知識を習得する。
・ソフトウェアを用いてデータに関する基本的な作業を行うことができる。
・ソフトウェアによるデータ解析の結果を適切に解釈できる。
●授業内容・授業計画
統計学の入門として、データの収集や整理から確率変数・確率分布、推定・検定までの基本的な内容をできるだけ分か
りやすく説明する。知識を暗記するのではなく、それらの基礎にある考え方を理解できるようにする。説明は、プリント
に基づいて行い、必要に応じてソフトウェア（たとえば、ExcelやR）を用いた演習を行う。
授業計画は以下の通りである。ただし、受講生のレベルと理解に合わせて、内容を調整することがある。
第1回 データとは(1) 変数・尺度
第2回 データとは(2) データの可視化
第3回
1変数について(1) 度数分布表・ヒストグラム
第4回
1変数について(2) 平均値・中央値・最頻値
第5回
1変数について(3) 分散・標準偏差
第6回
1変数について(4) 標準化・偏差値
第7回
2変数について(1) 散布図・共分散・相関係数
第8回
2変数について(2) 相関係数の性質
第9回 確率変数・確率分布(1) 離散型確率分布
第10回 確率変数・確率分布(2) 連続型確率分布
第11回 推定(1) 推定（考え方・点推定・区間推定）
第12回 検定(1) 検定の考え方
第13回 検定(2) 平均の検定(1)
第14回 検定(3) 平均の検定(2)
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
・配布するプリントの内容を予習・復習して次回の授業に臨んでください。演習問題があるときは、それを解いてみる
とより効果的です。
・授業の始めに前回の講義内容についてクイズを実施することがあります。
●評価方法
平常点（クイズ、発表）20%、授業中の課題40%、期末試験40%を基準として、毎回の講義・演習に対する取り組み方を含
めて総合的に評価する。
●受講生へのコメント
最近は、文系・理系にかかわらず、データに基づいて意思決定する力が求められています。統計学はそのための学問で
あり、少しでも多くの人に統計学の基礎知識を身に付けて欲しいと思います。そこで、この授業では、数学やPCなどの
知識を前提にせず、できるだけ分かりやすく説明するように努力しますので、講義中は説明に集中して、演習中は課題に
積極的に取り組む姿勢を期待します。数式も登場しますが、簡単に理解できるレベルですので、諦めないでください。理
解できれば楽しくなります。なお、質問は大歓迎です。
また、欠席や遅刻をすると理解が遅れて履修を継続することが難しくなることがあるので、できるだけ欠席や遅刻をし
ないように心がけてください。
●参考文献・教材
＜教科書＞
プリントを配布します。
＜参考書＞
(1)山田剛史・村井潤一郎(2004) 『よくわかる心理統計』 ミネルヴァ書房
(2)慶應SFCデータ分析教育グループ(1998) 『データ分析入門』 慶應義塾大学出版会
(3)高橋信(2004) 『マンガでわかる統計学』 オーム社
(4)山田剛史・杉澤武俊・村井潤一郎(2008) 『Rによるやさしい統計学』 オーム社
(5)地道正行(2018) 『Rによる統計学独習』 裳華房

授業科目名

科目NO.

人間行動学データ解析法Ⅱ a
Data Analysis of Human Behavioral SciencesⅡ a
授業形態

担当教員名

演習

佐伯 大輔

LBGEN3201

授業コード

L220040010
単位数

2単位

●科目の主題
実験・調査において、標本より得られたデータから母集団についての結論を導き出すためには、推定ならびに検定と呼
ばれる統計的処理を施す必要がある。本講では、点推定と区間推定、ならびに基本的な検定手法であるt検定、F検定、カ
イ2乗検定について、その理論と実践の両面にわたって講ずる。
●到達目標
授業で紹介する検定法の理論的基礎について理解を深めるとともに、その実際の適用の仕方に習熟することが、この授業の到
達目標である。
●授業内容・授業計画
主として、平均値に関する検定を例にとって、推測統計の基本的な考え方を説明する。おおよその授業計画は以下のと
おりである。
第１回 統計的推測とは
第２回 データ解析Ⅰの復習
第３回 確率変数と確率分布
第４回 正規分布
第５回 標本分布と中心極限定理
第６回 点推定と区間推定
第７回 検定の基本的手続き
第８回 カイ2乗分布・t分布・F分布
第９回 2つの平均値の差の検定（1）
第１０回 2つの平均値の差の検定（2）
第１１回 2つの平均値の差の検定（3）
第１２回 独立性の検定
第１３回 相関と無相関検定
第１４回 3つ以上の平均値の差の検定
第１５回 総復習
●事前・事後学習の内容
事前学習：「参考文献」に挙げた書籍の該当部分を読んでおく。
事後学習：授業で学習した概念・検定法について確認し、授業で解いた演習問題を再度解いておく。
●評価方法
学期末試験の成績によって評価する。
●受講生へのコメント
本科目は複数開講科目である。この授業は、人間行動学科の社会学コース・心理学コースの学生を対象とする。同学科
の教育学コース・地理学コースならびに他学科の第1部学生は、同時間帯に同内容で開講される人間行動学データ解析法
Ⅱbを受講すること。
●参考文献・教材
［テキスト］使用しない。必要な資料は、随時、授業時に配布する。
［参考文献］
（1）広田すみれ (2013) 『読む統計学使う統計学 第2版』 慶應義塾大学出版会
（2）森敏昭・吉田寿夫 (1990) 『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』 北大路書房
（3）伊藤正人 (2006) 『心理学研究法入門―行動研究のための研究計画とデータ解析―』 昭和堂

授業科目名

科目NO.

人間行動学データ解析法Ⅱ b
Data Analysis of Human Behavioral SciencesⅡ b
授業形態

担当教員名

実習

木村 義成

LBGEN3201

授業コード

L220040020
単位数

2単位

●科目の主題
この科目では地理学や教育学の分野で必要とされる統計の原理と計算方法について学習する。統計の原理と計算方法の
みならず、地理学や教育学で用いられる地域特性分析やデータ・サンプリングと調査法についても各種統計データを用い
て演習を実施する。
●到達目標
演習の前半においては、平均、中央値、分散、標準偏差といった広く世の中で利用される基本統計量とデータのグラフ表現につ
いて理解してもらう。演習の後半では、地域統計のデータを用いてジニ―係数をはじめとした統計指標の算出について理解を深
めてもらう。演習ではExcelを利用を利用し、Excelにおける関数、データベース、データ集計機能について熟達してもらう。
●授業内容・授業計画
人間行動学をはじめ、様々な統計処理を用いる学問において必要とされる、基本統計量や統計推測の原理と方法につい
て学習する。授業は理論と実践の両面から行うものとする。理論においては、正規分布、ポアッソン分布など分布の種類、
平均値、標準偏差、検定と推定など統計の基礎となる概念について、数学的な背景、理論を理解してもらう
一方、実践においては、学術情報総合センターの端末室を利用し、主にExcelの統計機能を利用した処理法を地域統計分
析の観点から習得する。
第１回 ・ガイダンス
第２回 ・基本統計量とグラフ表現①
第３回 ・基本統計量とグラフ表現②
第４回 ・基本統計量とグラフ表現③
第５回 ・データ検索・抽出①
第６回 ・データ検索・抽出②
第７回 ・データ検索・抽出③
第８回 ・ヒストグラムとローレンツ曲線①
第９回 ・ヒストグラムとローレンツ曲線②
第１０回 ・ローレンツ曲線とジニ係数
第１１回 ・データのばらつき（分散・標準偏差）①
第１２回 ・データのばらつき（分散・標準偏差）②
第１３回 ・ピボットテーブルによるデータ集計
第１４回 ・共分散と相関係数の算出①
第１５回 ・共分散と相関係数の算出②
●事前・事後学習の内容
事前学習としては実習当日の内容について教材を予め熟読すること。
事後学習としては実習終了後に実習内容について課題提出してもらう。
●評価方法
出席点、および小レポート（60～70％）、最終レポート（30～40％）の割合で総合的に評価する。
具体的な評価基準については第1回のガイダンスにて説明する。
●受講生へのコメント
統計処理は、実際にデータを用いて取り組まないと理解が進まない。
本演習では、Excelを利用することにより統計の理論的な面のみならず、実用的な面も理解してもらう。
●参考文献・教材
教材・参考文献については、第1回のガイダンスにて説明を行う。
教材は以下の市販書を用いる。
Excelによる統計入門―Excel2007対応版 縄田 和満 著 朝倉書店
ISBN-13: 978-4254121728)
※第1回のガイダンスには必ず受講すること。第1回を受講していない場合は、演習の参加を認めないことがある。

授業科目名

科目NO.

言語文化基礎論Ⅰ

LCGEN1101

授業コード

L230010010
単位数

Outline of Language and Culture Studies Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

丹羽 哲也

2単位

●科目の主題
日本語の諸相。
●到達目標
言葉の意味、語彙、文法、敬語など日本語の諸側面について理解を深める。前半では言葉のゆれと変化の様相、言葉の位相差
（社会的・地理的な変異）を扱い、後半では敬語の体系と歴史を扱う。
●授業内容・授業計画
以下の項目について概説する。授業の最後に問題演習も課す。
第１回 言葉のゆれと変化(1）
第２回 言葉のゆれと変化(2）
第３回 言葉のゆれと変化(3）
第４回 言葉のゆれと変化(4）
第５回 言葉の位相差（1）
第６回 言葉の位相差（2）
第７回 言葉の位相差（3）
第８回 言葉の位相差（4）
第９回 敬語の体系と運用（1）
第１０回 敬語の体系と運用（2）
第１１回 敬語の体系と運用（3）
第１２回 敬語の歴史（1）
第１３回 敬語の歴史（2）
第１４回 敬語の歴史（3）
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
日本語に関する入門的・概説的な本を読み進める。具体的には授業中に紹介する。
●評価方法
期末試験（8.7割）と毎回の課題の提出（1.3割）による。
●受講生へのコメント
言語文化学科の学生である以上、志望・所属コースにかかわらず、日本語の基本的な知識を身につけておくことが必要
である。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

言語文化基礎論Ⅱ

LCGEN1102

授業コード

L230020010
単位数

Outline of Language and Culture Studies Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

Ian M RICHARDS

2単位

●科目の主題
Learn to appreciate African-American culture and literature in the mid-twentieth century.
●到達目標
To improve abilities in English comprehension and communication, both written and spoken, focusing in particular on AfricanAmerican culture and literature in the mid-twentieth century.
●授業内容・授業計画
Students will be given a weekly reading assignment. They will also watch portions of a movie entitled 'In the Heat of the Night'.
Occasional short lectures will be given in English.
第１回 Introduction
第２回 Movie and reading 1
第３回 Movie and reading 2
第４回 Movie and reading 3
第５回 Lecture
第６回 Movie and reading 4
第７回 Movie and reading 5
第８回 Movie and reading 6
第９回 Lecture
第１０回 Movie and reading 7
第１１回 Movie and reading 8
第１２回 Movie and reading 9
第１３回 Lecture
第１４回 Review Test
●事前・事後学習の内容
You will need to bring a dictionary and writing materials to classes.
●評価方法
Attendance, weekly tests.Review test in final class.
●受講生へのコメント
Students should prepare carefully for classes. Regular attendance will be essential for this class, so as not to fall behind.
●参考文献・教材
プリント

授業科目名

科目NO.

LCGEN1103

言語文化概論Ⅰ

授業コード

L230030010
単位数

Introduction to Language and Culture Studies Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

杉井 正史、大岩本 幸次、髙井 絹子

2単位

●科目の主題
言語文化学科の各コースの教育研究内容の紹介。
●到達目標
本科目は、専門領域を異にする教員が行うオムニバス方式の授業であり、言語またはそれによって織りなされる文学・文化の様
相を学び、両者の多様な関係のあり方について理解を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
第1～6回(英米言語文化：杉井正史教授)「英国文学の楽しみ」英国の文学のいくつかの作品(特にユートピア文学とシェ
イクスピア演劇)を紹介する。実際の作品を訳し、映画で演劇を鑑賞する。
第7回～第11回(ドイツ語フランス語圏言語文化ドイツ語圏言語文化領域：高井絹子准教授)「ドイツ語圏文学研究へ
の招待」文学研究とはどんなことをするのか。ドイツ語圏文学の文学史的な情報をおさえた後、戦後作家の２作品につい
て分析の具体例を示し、研究の意義について考える。
第12～14回（中国語中国文学：大岩本幸次准教授）「漢字の音韻について」 言語は時代の変遷とともにその形を変化
させていくが、 中国語は数千年という長い期間でその変遷をたどることができる言語の一つである。 今回の講義では音
韻のレベルで中国語の時代的変化をたどり、また日本語との密接な関わりなどについて言及してみたいと思う。
第１回 本科目についての説明。英国ユートピア文学『ユートピア』
第２回 英国ユートピア文学『ガリバー旅行記』
第３回 英国ユートピア文学『動物農場』
第４回 シェイクスピアの演劇（悲劇）
第５回 シェイクスピアの演劇（喜劇）とベン・ジョンソンの喜劇
第６回 『失楽園』、書簡体小説、『高慢と偏見』
第７回 二つの大戦とドイツ語圏文学
第８回 唯美主義かアンガージュマンか
第９回 バッハマンの『人殺しと狂人たちのなかで』(1961)を読んでみる
第１０回 プロイスラーの『クラバート』(1971)を読んでみる
第１１回 文学作品はなぜ書かれ、読まれ、研究されるのか
第１２回 漢字の音韻について 1 －中国－
第１３回 漢字の音韻について 2 －日本－
第１４回 中国と日本－漢字と仮名－
第１５回 レポート相談日
●事前・事後学習の内容
各教員が毎回授業時に指示する。
●評価方法
レポートおよび出席点による。
●受講生へのコメント
1 言語文化学科の必修科目なので、本学科生は必ず履修すること。
2 「言語文化概論Ⅰ」「言語文化概論Ⅱ」の2科目をあわせて言語文化学科のコース内容を伝える科目設定である。し
たがって、この2科目をともに原則として1年次に履修すること。
3 特定の担当教員のテーマを選択してレポートを提出する。ただし、その担当教員の授業回にのみ出席するのではな
く、すべての担当教員の授業に出席すること。
4 「言語文化概論Ⅰ」「言語文化概論Ⅱ」とも中国語中国文学のテーマでレポートを提出することは認められない。つ
まり、「言語文化概論Ⅱ」で張新民教授（中国語中国文学）にレポートを提出する者は、「言語文化概論Ⅰ」において、
大岩本幸次准教授（中国語中国文学）にレポートを提出することはできない。
5 レポートと出席状況を合わせて成績評価を行う。なお、欠席回数が全授業回数の三分の一を超えた場合、原則として
レポートを提出しても評価の対象にならず、単位は認定されない。
6
第2回から第６回の杉井の授業には、英和辞典を持参すること。（電子辞書か紙の辞書。スマホの辞書は不可）
●参考文献・教材
必要に応じて授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCGEN1104

言語文化概論Ⅱ

授業コード

L230040010
単位数

Introduction to Language and Culture Studies Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

白田 由樹、張 新民、久堀 裕朗

2単位

●科目の主題
言語文化学科の各コースの研究内容の紹介。
●到達目標
本科目は、専門領域を異にする教員が行うオムニバス方式の授業であり、言語またはそれによって織りなされる文学・文化の様
相を学び、両者の多様な関係のあり方について理解を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
第1～6回（ドイツ語フランス語圏言語文化学フランス語領域：白田由樹准教授）「パリ万博と文化混交」19世紀後半か
ら11年ごとに開催されたパリ万博の歩みとともに、ナショナリズムと異国趣味といった一見相反する潮流が共存した当
時の文化的状況を、現代の視点で捉え直す。
第7～11回（国語国文学：久堀裕朗教授）「国文学の注釈」江戸時代の西鶴の浮世草子（小説）・近松の浄瑠璃（演劇）
を例に、古典の注釈とは何か、なぜ注釈という作業が必要なのかについて考察する。
第12回～14回（中国語中国文学：張新民教授）「中国現代文化の諸相」言語、テレビ、ＩＴという三つの側面から、
目覚しい経済発展を遂げた中国の現代文化を概説する。
第１回 オリエンテーション、万博の始まり：ロンドンとパリ
第２回 1856年：生まれ変わる近代都市
第３回 1867年：アトラクションとしての万博
第４回 1878年：ジャポニスムとその影響
第５回 1889年：革命100周年とエッフェル塔
第６回 1900年：世紀転換期の文化混交
第7回 注釈とは何か
第8回 浮世草子の注釈例①
第9回 浮世草子の注釈例②
第10回 浄瑠璃の注釈例①
第11回 浄瑠璃の注釈例②・まとめ
第12回 中国の言語文化――なぜ中国人の声は大きいのか、標準語と方言、成語とことわざ、流行語と新語
第13回 中国テレビの世界――テレビの歴史、メディアとしてのテレビ、テレビドラマ
第14回 中国のＩＴ世界――インターネットの普及、ネット小説、動画共有サイト、ＩＴ
化がもたらす豊かさと問題
第15回 レポート相談日
●事前・事後学習の内容
各教員が毎回授業時に指示する。
●評価方法
レポートおよび出席点による。
●受講生へのコメント
1 言語文化学科の必修科目なので本学科生は必ず履修すること。
2 「言語文化概論Ⅰ」「言語文化概論Ⅱ」の2科目あわせて言語文化学科のコース内容を伝える科目設定である。したが
ってこの2科目をもとに原則として1年次に履修すること。
3 特定の担当教員のテーマを選択してレポートを提出する。ただし、その担当教員の授業回にのみ出席するのではなく、
すべての担当教員の授業に出席すること。
4 「言語文化概論Ⅰ」「言語文化概論Ⅱ」にまたがるコース担当（今年度はＩが中国語中国文学コースの大岩本准教授、
IIが張教授）については、どちらか一方の授業のレポートテーマとしてのみ選択可。Ⅰ・Ⅱとも中国語中国文化コースの
テーマを提出することは認められない。
5 レポートと出席状況をあわせて成績評価を行う。なお、欠席回数が全授業回数の三分の一を超えた場合、原則として、
レポートを提出しても評価の対象にならず、単位は認定されない。
●参考文献・教材
必要に応じて授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN1101

授業コード

文化構想学概論Ⅰ

L240010010
単位数

Introduction to Cultural Management Ⅰ
授業形態
講義

2単位

担当教員名

多和田 裕司、沼田 里衣、松浦 恆雄、小田中 章浩、菅原 真弓、
天野 景太、高島 葉子、海老根 剛、堀 まどか

●科目の主題
文化構想学科の各コースは、文化の活用を通して社会的な諸課題の解決を目指す研究と教育を行っていく。本科目では、
文化構想学科の各コースの教員による講義を通して、各コースの研究内容や所属教員の研究テーマについて紹介する。
●到達目標
本科目は、文化構想学科所属教員によるオムニバス方式の授業を通して、文化構想学科の研究領域、研究テーマ、研究方法
などの理解を深めていく。文化構想学科は新しく開設された学科であることから、この学科ではどのようなことを学べるのかについ
て広く知ることを、第一の目標とする。
●授業内容・授業計画
第１回の授業では、文化構想学科の概要を紹介するとともに、本科目履修上の注意点などを伝達した後、最初のコース
（アジア文化コース）の授業を行う。第２回から５回はアジア文化コースの教員、第６回から９回は表現文化コースの教
員、第１０回から１４回は文化資源コースの教員が、それぞれ担当する。
第１回 オリエンテーション ：多和田
第２回 文化構想学の目指すもの：多和田
第３回 中国演劇の諸相1―北中国を中心に：松浦
第４回 中国演劇の諸相2―南中国を中心に：松浦
第５回 アジアの中の日本：堀
第６回 口承の物語と書承の物語の違い：高島
第７回 民話を比較文化的視点で読む：高島
第８回 映像表現における身体と声１：海老根
第９回 映像表現における身体と声２：海老根
第１０回 文化資源とは何か：菅原
第１１回 文化資源学ことはじめ―「学問」としての文化資源学：菅原
第１２回 文化資源のとらえ方：小田中
第１３回 文化資源を活かす１「モノ」としての文化編：天野
第１４回 文化資源を活かす２「コト」としての文化編：沼田
●事前・事後学習の内容
各教員が毎回の授業時に指示する。
●評価方法
評価は、期末レポート（60％）とコミュニ―ションカードによる平常点（40％） によって行う。詳細はオリエンテーシ
ョン時に説明する。
●受講生へのコメント
１．本科目は、文化構想学科の必修科目である。
２．文化構想学概論Ⅰ、Ⅱは、両科目をあわせて文化構想学科の内容を伝える科目であるので、Ⅰ、Ⅱとも原則として
１年次に履修すること。
３. コミュニケーションカードにより 毎回出席確認をする。欠席回数が授業全体の三分の一を超えた場合、原則として
レポート提出に関わらず、単位は認定されない。
●参考文献・教材
各教員が毎回の授業時に指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN1102

文化構想学概論Ⅱ

講義

L240020010
単位数

Introduction to Cultural Management Ⅱ
授業形態

授業コード

2単位

担当教員名

多和田 裕司、沼田 里衣、松浦 恆雄、小田中 章浩、増田 聡、菅原 真弓、
野末 紀之、天野 景太、堀 まどか

●科目の主題
文化構想学科の各コースは、文化の活用を通して社会的な諸課題の解決を目指す研究と教育を行っていく。本科目では、
文化構想学科の各コースの教員による講義を通して、各コースの研究内容や所属教員の研究テーマについて紹介する。
●到達目標
本科目は、文化構想学科所属教員によるオムニバス方式の授業を通して、文化構想学科の研究領域、研究テーマ、研究方法
などの理解を深めていく。文化構想学科は新しく開設された学科であることから、この学科ではどのようなことを学べるのかについ
て広く知ることを、第一の目標とする。
●授業内容・授業計画
第１回の授業では、文化構想学科の概要を紹介するとともに、本科目履修上の注意点などを伝達した後、最初のコース
（アジア文化コース）の授業を行う。第２回から５回はアジア文化コースの教員、第６回から９回は文化資源コースの教
員、第１０回から１４回は表現文化コースの教員が、それぞれ担当する。
第１回 オリエンテーション ：多和田
第２回 文化を売る：現代消費社会における文化：多和田
第３回 中国演劇と現代社会：松浦
第４回 日本のなかのアジア：堀
第５回 日本語文学とアジア都市：堀
第６回 演劇からみた社会と芸術のつながり：小田中
第７回 視覚文化を見出し、展示・活用する：菅原
第８回 音楽ワークショップの意義とその醍醐味：沼田
第９回 観光・地域創造の現場をあるき、考える：天野
第１０回 ポピュラー音楽へのアプローチ：増田
第１１回 Jポップとは何か：増田
第１２回 音楽のアイデンティティーとオリジナリティー：増田
第１３回 「作品」から「テクスト」へ：野末
第１４回 異化、その効果と限界：野末
●事前・事後学習の内容
各教員が毎回の授業時に指示する。
●評価方法
評価は、期末レポート（60％）とコミュニ―ションカードによる平常点（40％） によって行う。詳細はオリエンテーシ
ョン時に説明する。
●受講生へのコメント
１．本科目は、文化構想学科の必修科目である。
２．文化構想学概論Ⅰ、Ⅱは、両科目をあわせて文化構想学科の内容を伝える科目であるので、Ⅰ、Ⅱとも原則として
１年次に履修すること。
３．コミュニケーションカードにより 毎回出席確認をする。欠席回数が授業全体の三分の一を超えた場合、原則とし
てレポート提出に関わらず、単位は認定されない。
●参考文献・教材
各教員が毎回の授業時に指示する。

授業科目名

科目NO.

哲学概論Ⅰ

LAPHL3201

授業コード

L211010010
単位数

Introduction to PhilosophyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

佐金 武

2単位

●科目の主題
形而上学とは、世界の根本的なあり方を探求する哲学の一分野である。
その主要な問題の検討を通じて、われわれの世界観の明晰化を試みる。
●到達目標
哲学の基礎である論理的な思考と、形而上学における基本的な諸問題の理解を目標とする。
その際、単なる専門知識の伝授に終始するのではなく、自ら問題を形成する発想力と粘り強く考えぬく自律心、偏狭な見方を避
けあらゆる可能性に対して開かれた知性を育むことを目指す。
●授業内容・授業計画
形而上学の主要な問題について、新旧の様々な理論的可能性を探る。
講義パートで学んだことを土台として、グループワークやディスカッション、ディベートなどを行い、問題を多角的に
検討する。
第１回 決定論と自由（1）：自由と道徳的責任
第２回 決定論と自由（2）：両立論
第３回 決定論と自由（3）：非両立論
第４回 決定論と自由（4）：行為と因果
第５回 人の同一性（1）：人の同一性と生存条件
第６回 人の同一性（2）：魂説
第７回 人の同一性（3）：身体説
第８回 人の同一性（4）：心理説
第９回 自己（1）：自分探しの哲学？
第１０回 自己（2）：デカルト的自我とヒュームの知覚の束説
第１１回 自己（3）：現象的自己
第１２回 自己（4）：仮象点としての自己と一時性
第１３回 レポート作成の準備
第１４回 アブストラクト発表会
第１５回 予備
●事前・事後学習の内容
各回の講義を踏まえ、様々な哲学的見解を十分に理解するとともに、自分の見解をもつように努めること。
テーマごとのまとめやディスカッションに積極的に参加できるよう、予習・復習もしっかり行うこと。
授業の資料は下記よりダウンロード。
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/sakon/
●評価方法
本科目では、平常点50点とレポート課題50点で総合的に評価する。
ただし、6回以上の欠席は評価の対象としない。
また、グループワーク等における受講生の積極的参加を求める。
レポートの書き方に関しては、授業でも詳しく説明する。
●受講生へのコメント
本科目は、後期に開講される哲学概論IIとあわせて受講することが望ましい。
●参考文献・教材
以下を参考文献としてあげる（購入の必要は特になし）。
[1] S. Mumford (2012), Metaphysics: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
[2] J. W. Carroll and N. Markosian (2010), An Introduction to Metaphysics, Cambridge University Press.
[3] J. Tallant (2011), Metaphysics: A

授業科目名

科目NO.

哲学概論Ⅱ

LAPHL3202

授業コード

L211020010
単位数

Introduction to PhilosophyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

佐金 武

2単位

●科目の主題
形而上学とは、世界の根本的なあり方を探求する哲学の一分野である。
その主要な問題の検討を通じて、われわれの世界観の明晰化を試みる。
●到達目標
哲学の基礎である論理的な思考と、形而上学における基本的な諸問題の理解を目標とする。
その際、単なる専門知識の伝授に終始するのではなく、自ら問題を形成する発想力と粘り強く考えぬく自律心、偏狭な見方を避
けあらゆる可能性に対して開かれた知性を育むことを目指す。
●授業内容・授業計画
形而上学の主要な問題について、新旧の様々な理論的可能性を探る。
講義パートで学んだことを土台として、グループワークやディスカッション、ディベートなどを行い、問題を多角的に
検討する。
第１回 物理的対象（1）：特別な合成の問題
第２回 物理的対象（2）：制限主義と無制限主義
第３回 物理的対象（3）：ニヒリズム
第４回 物理的対象（4）：有機体主義
第５回 モニズム（1）：一元論の多様性
第６回 モニズム（2）：存在一元論
第７回 モニズム（3）：優先性一元論
第８回 モニズム（4）：いくつかの反論
第９回 様相（1）：様相に関わる真理の問題
第１０回 様相（2）：様相実在論
第１１回 様相（3）：代用主義
第１２回 様相（4）：その他のアプローチ
第１３回 レポート作成の準備
第１４回 アブストラクト発表会
第１５回 予備
●事前・事後学習の内容
各回の講義を踏まえ、様々な哲学的見解を十分に理解するとともに、自分の見解をもつように努めること。
テーマごとのまとめやディスカッションに積極的に参加できるよう、予習・復習もしっかり行うこと。
授業の資料は下記よりダウンロード。
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/sakon/
●評価方法
本科目では、平常点50点とレポート課題50点で総合的に評価する。
ただし、6回以上の欠席は評価の対象としない。
また、グループワーク等における受講生の積極的参加を求める。
レポートの書き方に関しては、授業でも詳しく説明する。
●受講生へのコメント
本科目は、前期に開講される哲学概論Iとあわせて受講することが望ましい。
●参考文献・教材
以下を参考文献としてあげる（購入の必要は特になし）。
[1] S. Mumford (2012), Metaphysics: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
[2] J. W. Carroll and N. Markosian (2010), An Introduction to Metaphysics, Cambridge University Press.
[3] J. Tallant (2011), Metaphysics: A

授業科目名

科目NO.

哲学史通論Ⅰ

LAPHL2101

授業コード

L211030010
単位数

Outline of the History of PhilosophyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

福田 宗太郎

2単位

●科目の主題
「哲学」という言葉はphilosophiaというギリシア語に由来し、その言葉はもともと古代ギリシアにおいて展開された知
的活動を指していた。そこで形成された様々な思考や概念は、その後の哲学だけではなく自然科学や人文諸科学にも影響
を及ぼしている。西洋古代哲学の歴史を概観するこの講義は2年で1サイクルとなり、2年目の今年度はアリストテレスか
ら新プラトン主義までの古代ギリシア・ローマの哲学を扱う。
●到達目標
目標は、西洋古代哲学について基礎的な知識を持ち、主要な哲学者の教説を簡単に説明できるようになることである。
●授業内容・授業計画
第1回 イントロダクション
第2回 アリストテレスの哲学(1)
第3回 アリストテレスの哲学(2)
第4回 アリストテレスの哲学(3)
第5回 アリストテレスの哲学(4)
第6回 エピクロスと初期エピクロス学派の哲学(1)
第7回 エピクロスと初期エピクロス学派の哲学(2)
第8回 ゼノンと初期ストア学派の哲学(1)
第9回 ゼノンと初期ストア学派の哲学(2)
第10回 古代懐疑主義(1)
第11回 古代懐疑主義(2)
第12回 帝国ローマの哲学(1)
第13回 帝国ローマの哲学(2)
第14回 新プラトン主義の哲学
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
講義終了後に、授業で配布された参考資料をきちんと読み復習しておくこと。また次回授業までに配布資料を読んでお
くことを指示する場合もある。
●評価方法
成績は出席状況と学期末に行うテストの成績とを考慮して算出する。その内訳は、出席40%、テストの成績60%とする。
受講者が多い場合、出席はランダムに複数回調査する。
●受講生へのコメント
2年で1サイクルの授業だが、扱う時代と哲学者が異なるため、昨年度の授業を履修している必要はない。
●参考文献・教材
教科書は特に指定しない。授業中に資料を配布する。参考書籍としては以下のものを挙げる。
（参考書）：内山勝利（編）『哲学の歴史 第1巻 哲学誕生【古代I】』（2008, 中央公論新社）
（参考書）：内山勝利（編）『哲学の歴史 第2巻 帝国と賢者【古代II】』（2007, 中央公論新社）

授業科目名

科目NO.

哲学史通論Ⅱ

LAPHL2102

授業コード

L211040010
単位数

Outline of the History of PhilosophyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

高梨 友宏

2単位

●科目の主題
大陸合理論の諸思想を概観する。
●到達目標
「我思う、ゆえに我あり」の命題によって人間の「自我」を認識論および存在論の要石として据えた17世紀のデカルトから、スピノ
ザ、ライプニッツに至る「大陸合理論の哲学」を概観する。とくに「実体」「属性」「様相」「神」「精神」「物体」「情念（感情）」など、複数
の思想家たちに共通して用いられながら、論者によって異なる意味と機能を持たされている基本概念に注目して、思想史の概観を
行いたい。
●授業内容・授業計画
できる限り、以下のようなプランに沿って進めたい。
第１回 導導入：合理論と経験論、およびその総合としての超越論的批判哲学について
第２回 デカルト（1）：思惟する実体、明晰判明な認識、神
第３回 デカルト（2）：属性・実体・二元論、延長を持つ実体
第４回 デカルト（3）：身体と精神の関係について：松実腺と動物精気、情念
第５回 デカルト（4）：身体と精神の関係について：原始的情念の諸相（「驚き」、「愛」、「憎しみ」、「欲望」）
第６回 デカルト（5）：身体と精神の関係について：原始的情念の諸相（「喜び」、「悲しみ」）、「高邁」の情念、
倫理
第７回 スピノザ（1）：デカルトからの影響
第８回 スピノザ（2）：神：神という実体、神の属性、神の様態
第９回 スピノザ（3）：人間：精神と身体、認識
第１０回 スピノザ（4）：人間：感情、道徳
第１１回 スピノザ（5）：人間：自由、神への知性的な愛
第１２回 ライプニッツ（1）：実体：デカルトとアトミズムからの影響、表象
第１３回 ライプニッツ（2）：予定調和説、最良説
第１４回 ライプニッツ（3）：神、連続律
第１５回 期末試験
●事前・事後学習の内容
事前学習:授業用に事前配布するプリントを読んで、授業に臨むこと。
事後学習:授業で触れた内容に関して、第一次文献に当たって復習するのが望ましい。
●評価方法
期末試験を課し、授業内容の理解の如何を評価対象とする。
なお、期末試験については、受験資格を「全授業回数の6割超出席者」のみに与えることとする。
●受講生へのコメント
・毎回「出席調査票」を配布し、出席の確認をする他、これに記載された受講者の質問や感想に答（応）える形で授業
内容を補足する。
・「哲学史通論Ⅱ」の提供内容について：大陸合理論について概観する年と、イギリス経験論からカントの批判哲学ま
でを概観する年とが交替する。今年度は前者を扱う。
●参考文献・教材
教材として授業プリントを配布する。
その他、第一次文献、参考書等は適宜授業中に紹介する。

授業科目名

科目NO.

哲学演習・講読Ⅰ

LAPHL3203

授業コード

L211050010
単位数

Reading Seminar in PhilosophyⅠ
授業形態

担当教員名

演習

佐金 武

2単位

●科目の主題
英語文献の講読を通じて、古くて新しい形而上学の主要な問題について考察する。
●到達目標
哲学の文献の読解力を養うとともに、形而上学とはいかなる知的営みであるかを実践的に学ぶ。
●授業内容・授業計画
今年度から、次のテキストの精読に取り組む。
Peter van Inwagen (2009) Metaphysics, Westview Press.
第１回 導入：テキストについての解説と授業の準備
第２回 第2章Individualityの講読（1）
第３回 第2章の講読（2）
第４回 第2章の講読（3）
第５回 第2章の講読（4）
第６回 第2章の講読（5）
第７回 第2章の講読（6）
第８回 第2章の講読（7）
第９回 第3章Externalityの講読（1）
第１０回 第3章の講読（2）
第１１回 第3章の講読（3）
第１２回 第3章の講読（4）
第１３回 第3章の講読（5）
第１４回 第3章の講読（6）
第１５回 第3章の講読（7）
●事前・事後学習の内容
各回の担当者は事前に担当箇所の予習を行い、口頭での訳の準備をすること。
授業後、テキストの内容の整理を行い、議論の文脈をしっかり押さえながら次回に備えること。
授業の資料は下記よりダウンロード。http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/sakon/
●評価方法
基本的には平常点による評価。
ただし、受講者が多数で1人あたりの担当回数が十分ではない場合、授業内で課題やテストを実施することもありうる。
6回以上の欠席は評価の対象としない。
●受講生へのコメント
この科目は、後期に開講される哲学演習・講読IIとあわせて受講することが望ましい。
●参考文献・教材
Peter van Inwagen (2009) Metaphysics, Westview Press.

授業科目名

科目NO.

哲学演習・講読Ⅱ

LAPHL3204

授業コード

L211060010
単位数

Reading Seminar in PhilosophyⅡ
授業形態

担当教員名

演習

佐金 武

2単位

●科目の主題
英語文献の講読を通じて、古くて新しい形而上学の主要な問題について考察する。
●到達目標
哲学の文献の読解力を養うとともに、形而上学とはいかなる知的営みであるかを実践的に学ぶ。
●授業内容・授業計画
今年度から、次のテキストの精読に取り組む。
Peter van Inwagen (2009) Metaphysics, Westview Press.
第１回 導入：テキストについての解説と授業の準備
第２回 第4章Temporalityの講読（1）
第３回 第4章の講読（2）
第４回 第4章の講読（3）
第５回 第4章の講読（4）
第６回 第4章の講読（5）
第７回 第4章の講読（6）
第８回 第4章の講読（7）
第９回 第5章Objectivityの講読（1）
第１０回 第5章の講読（2）
第１１回 第5章の講読（3）
第１２回 第5章の講読（4）
第１３回 第5章の講読（5）
第１４回 第5章の講読（6）
第１５回 第5章の講読（7）
●事前・事後学習の内容
各回の担当者は事前に担当箇所の予習を行い、口頭での訳の準備をすること。
授業後、テキストの内容の整理を行い、議論の文脈をしっかり押さえながら次回に備えること。
授業の資料は下記よりダウンロード。http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/sakon/
●評価方法
基本的には平常点による評価。
ただし、受講者が多数で1人あたりの担当回数が十分ではない場合、授業内で課題やテストを実施することもありうる。
6回以上の欠席は評価の対象としない。
●受講生へのコメント
この科目は、前期に開講される哲学演習・講読Iとあわせて受講することが望ましい。
●参考文献・教材
Peter van Inwagen (2009) Metaphysics, Westview Press.

授業科目名

科目NO.

哲学史演習・講読Ⅰ

LAPHL3205

授業コード

L211070010
単位数

Reading Seminar in the History of PhilosophyⅠ
授業形態

担当教員名

演習

高梨 友宏

2単位

●科目の主題
フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』を読む。
●到達目標
フッサール後期現象学の代表的著作の一つである『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』における、フッサールの近代哲学
史観の吟味を通して、（「哲学史通論Ⅱ」で取り上げた）デカルトからカントに至る近大哲学の諸思想の理解を深める。加えて、フッ
サールの「生活世界」の理念や「他者問題」についても理解することを目指す。
●授業内容・授業計画
最初の数回で、第1部「ヨーロッパ的人間の根本的な生活危機の表現としての学問の危機」、および第2部「近代におけ
る物理学的客観主義と超越論的主観主義との対立の起源の解明」のうち、第15節までの内容を講師が講述し、第16節から
「演習」を行う。演習の進め方については第1回目に説明する。
第１回 導入：フッサール『危機』書について
第２回 『危機』書第1部の内容についての講述（1）
第３回 『危機』書第2部の内容についての講述（2）
第４回 『危機』書第2部の内容についての講述（3）
第５回 演習（1）
第６回 演習（2）
第７回 演習（3）
第８回 演習（4）
第９回 演習（5）
第１０回 演習（6）
第１１回 演習（7）
第１２回 演習（8）
第１３回 演習（9）
第１４回 演習（10）
●事前・事後学習の内容
事前学習 講述部分については、事前に配布する関連資料を読んで授業に臨まれたい。演習部分については、担当者を
事前に決めるが、その日演習を担当しない人も、必ずテキストに目を通して授業に臨むこと。演習を担当する人は、内容
に関する授業用レジュメを用意し、内容に関して十分説明できるようにテキストをよく読み込んでくること。
事後学習 本演習における既読のテキスト箇所については、講師の講述に拘わらず、第一次文献を用いて、遡って独習
されたい。
●評価方法
平常点による評価。ただし、当日の受講者による議論を行うので、授業への出席を重視する。全授業回数の6割以上の出
席率が必須。
●受講生へのコメント
・基本的に翻訳書に基づいて演習を進めるが、原文を参照する場合があるので、ドイツ語の少なくとも初級の既修者が
受講されることが望ましい。
・『危機』書はフッサールの西洋近世哲学史への批判的考察を含むため、受講に当たっては「哲学史通論」などの科目
の並行履修、または既修、またはデカルトからカントまでの西洋哲学史上の一般的知見をあらかじめ有していることが望
ましい。
●参考文献・教材
教材：E.フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』細谷恒夫・木田元訳、中公文庫、1995年。
受講者各自が用意すること。なお、独語原文は必要に応じてコピーして配布する。

授業科目名

科目NO.

哲学史演習・講読Ⅱ

LAPHL3206

授業コード

L211080010
単位数

Reading Seminar in the History of PhilosophyⅡ
授業形態

担当教員名

演習

高梨 友宏

2単位

●科目の主題
フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』を読む（「哲学史演習・講読Ⅰ」のつづき）。
●到達目標
「哲学史演習・講読Ⅰ」に記載の内容に同じ。
●授業内容・授業計画
本年度前期「哲学史演習講読Ⅰ」の続き。最初の数回で、第2部「近代における物理学的客観主義と超越論的主観主義と
の対立の起源の解明」の今年度前期に既読の箇所の内容について講師が講述し、その続きから「演習」を行う。
第１回 『危機』書第2部の既読箇所の内容についての講述（1）
第２回 『危機』書第2部の既読箇所の内容についての講述（2）
第３回 演習（1）
第４回 演習（2）
第５回 演習（3）
第６回 演習（4）
第７回 演習（5）
第８回 演習（6）
第９回 演習（7）
第１０回 演習（8）
第１１回 演習（9）
第１２回 演習（10）
第１３回 演習（11）
第１４回 演習（12）
●事前・事後学習の内容
事前学習 「哲学史演習・講読Ⅰ」に記載の内容に同じ。
事後学習 「哲学史演習・講読Ⅰ」に記載の内様に同じ。
●評価方法
平常点による評価。ただし、当日の受講者による議論を行うので、授業への出席を重視する。全授業回数の6割以上の出
席率が必須。
●受講生へのコメント
・本講は前期の続きとなるので、本年度の「哲学史演習講読Ⅰ」の既修を前提に進める。Ⅱから履修する人は、前期に
取り上げた内容に関して自分で訳書等を読んでフォローすること。
・その他、「哲学史演習・講読Ⅰ」に記載の内容を参照。
●参考文献・教材
教材：E.フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』細谷恒夫・木田元訳、中公文庫、1995/6年
受講者各自が用意すること。なお、独語原文はコピーして配布する。

授業科目名

科目NO.

倫理学概論Ⅰ

LAPHL3207

授業コード

L211090010
単位数

Introduction to Ethics Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

土屋 貴志

2単位

●科目の主題
倫理学（道徳哲学）とは、規範の根拠について考える学問である。いいかえれば「～はわるい」「～はよい」「～して
はいけない」「～してもよい」「～すべきだ」「～すべきではない」等ということが、どうしてそう言えるのか、その理
由を示そうとするのが倫理学である。本科目においては倫理学基礎論（倫理学的思考とはそもそもどういうことか）につ
いて考察する。
●到達目標
受講生諸君が、社会におけるさまざまな規範の根拠について考え、自分の規範的判断の理由を、他者の納得できる形で表現す
るために、留意すべき事項を知る。
●授業内容・授業計画
倫理学の基本的な考え方を、講義、課題演習および思考実験を通して学ぶ。
授業予定は下記の通りだが、適宜変更する可能性もある。
第１回 オリエンテーション
第２回 倫理学とはなにか
第３回 「事実」と「規範」の違い①指図性
第４回 「事実」と「規範」の違い②一人称・二人称・三人称
第５回 「事実」と「規範」の違い③客観科学と現象学
第６回 現実の問題と倫理学の関係
第７回 事例１をめぐる討論
第８回 事例１をめぐる討論の分析
第９回 規範を根拠づけるとはどういうことか①
第１０回 規範を根拠づけるとはどういうことか②
第１１回 究極的原理はどのようなものか①
第１２回 究極的原理はどのようなものか②
第１３回 どちらにすべきか決められない：葛藤
第１４回 わかっているけどできない：無抑制
第１５回 期末レポート・自己評価レポート執筆
●事前・事後学習の内容
講義ノートを担当者のウェブサイト（http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/class/class-index.html）で公開するので、
毎時間必ず事前に熟読して出席すること。授業では講義ノートの内容に関する質問を毎回提出し、質疑応答や議論を行
う。
授業での質疑応答を受けて講義ノートが修正されるので、授業後、必ず上記ウェブサイトで確認し、熟読して、レポー
トに向け準備すること。
●評価方法
授業では毎回、講義内容に関する質問を用紙に書いて提出させる。質問用紙の提出回数が、期末レポート提出期限まで
の授業回数の８割（12回×0.8＝9.6≒９枚）未満の場合は、レポートの提出資格がない（たとえレポートを提出しても採
点しない）。
担当教員は、質問用紙と期末レポートの内容に鑑みて評点原案を作成する。
受講者は、半期にわたる自らの学習活動を評点化しその根拠を記した「自己評価レポート」を最終授業時に提出する。
担当教員は評点原案と自己評価レポートの内容を突き合わせて成績を決定する。
●受講生へのコメント
１．所定の用紙に学籍番号・氏名（ふりがな）・自己紹介を記入した受講カードを提出すること。受講カードは所見と
評価を記録する「カルテ」として用いる。受講者は自分の受講カードの記載内容をいつでも閲覧できる。
２．受講者の顔と名前を覚えたいので、顔と氏名を積極的に売り込むこと。履修登録者数が20人を超えた場合は顔写真
の提出を求める。
３．期末レポート・自己評価レポート・受講カードは成績採点終了後に返却する。返却の掲示が出たら、学生サポート

センター文学部教務担当まで各自受け取りに来ること。
４．履修登録していても、受講カードと自己評価レポートのいずれか一方でも提出しない場合は、履修放棄とみなす。
●参考文献・教材
以下の参考図書のほか、授業中に適宜紹介する。
佐藤岳詩『メタ倫理学入門』(勁草書房)
レイチェルズ『現実をみつめる道徳哲学』(晃洋書房)

授業科目名

科目NO.

倫理学概論Ⅱ

LAPHL3208

授業コード

L211100010
単位数

Introduction to Ethics Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

土屋 貴志

2単位

●科目の主題
倫理学（道徳哲学）とは、規範の根拠について考える学問である。いいかえれば「～はわるい」「～はよい」「～して
はいけない」「～してもよい」「～すべきだ」「～すべきではない」等ということが、どうしてそう言えるのか、その理
由を示そうとするのが倫理学である。本科目では倫理学の代表的な諸理論について考察する。
●到達目標
倫理学の諸理論とその問題点について考え議論することにより、受講生が「倫理学について語る」ための基礎的知識を得る。
●授業内容・授業計画
授業形態はプリントやウェブサイト、テキストを活用した講義のほか、必要に応じてグループディスカッションや討論
を行う。
具体的には下記のように進める予定であるが、必要に応じて変更する可能性もある。
第１回 オリエンテーション
第２回 現代倫理学「理論」の特長に基づく分類
第３回 発見の方法～決疑論
第４回 正当化①義務論
第５回 正当化②帰結主義 (1)利己主義
第６回 正当化②帰結主義 (2)功利主義 (a)古典的功利主義と選好功利主義 (b)行為功利主義と規則功利主義
第７回 正当化②帰結主義 (2)功利主義 (c)総量説と平均効用説、先行存在説
第８回 中間まとめ
第９回 正当化③社会契約説
第10回 起源の説明①共同体主義
第11回 起源の説明②進化論的倫理学
第12回 教育～徳倫理学
第13回 実践上の注意～ケア倫理学
第14回 まとめの質疑
第15回 期末レポート・自己評価レポート執筆
●事前・事後学習の内容
講義ノートを担当者のウェブサイト（http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/class/class-index.html）で公開するので、
毎時間必ず事前に熟読して出席すること。授業では講義ノートの内容に関する質問を毎回提出し、質疑応答や議論を行
う。
授業での質疑応答を受けて講義ノートが修正されるので、授業後、必ず上記ウェブサイトで確認し、熟読して、レポー
トに向け準備すること。
●評価方法
授業では毎回、講義内容に関する質問を用紙に書いて提出させる。質問用紙の提出回数が、期末レポート提出期限まで
の授業回数の８割（12回×0.8＝9.6≒９枚）未満の場合は、レポートの提出資格がない（たとえレポートを提出しても採
点しない）。
担当教員は、質問用紙と期末レポートの内容に鑑みて評点原案を作成する。
受講者は、半期にわたる自らの学習活動を評点化しその根拠を記した「自己評価レポート」を最終授業時に提出する。
担当教員は評点原案と自己評価レポートの内容を突き合わせて成績を決定する。
●受講生へのコメント
１．所定の用紙に学籍番号・氏名（ふりがな）・自己紹介を記入した受講カードを提出すること。受講カードは所見と
評価を記録する「カルテ」として用いる。受講者は自分の受講カードの記載内容をいつでも閲覧できる。
２．受講者の顔と名前を覚えたいので、顔と氏名を積極的に売り込むこと。履修登録者数が20人を超えた場合は顔写真
の提出を求める。
３．期末レポート・自己評価レポート・受講カードは成績採点終了後に返却する。返却の掲示が出たら、学生サポート
センター文学部教務担当まで各自受け取りに来ること。
４．受講カードと自己評価レポートのいずれか一方でも提出しない場合は履修放棄とみなす。
５．倫理学概論Ⅰの内容を理解していなければ、当科目の授業内容は理解できない。倫理学概論Ⅰを履修済みであるか、

上記担当者ウェブサイトにある倫理学概論Ⅰの講義ノートを全て熟読していなければ、履修すべきではない。
●参考文献・教材
以下の参考図書のほか、授業中に適宜紹介する。
ジョンセン他『臨床倫理学』(新興医学出版社)
カント『道徳形而上学の基礎づけ』(光文社古典新訳文庫)
フランケナ『倫理学』(培風館)
『エピクロス――教説と手紙』(岩波文庫)
ランド『利己主義という気概』(ビジネス社)
『世界の名著49・ベンサム/J.S.ミル』(中央公論新社)
ヘア『道徳的に考えること』(勁草書房)
シンガー『実践の倫理』(昭和堂)
ホッブズ『リヴァイアサン』(光文社古典新訳文庫)
ロック『完訳統治二論』(岩波文庫)
ロールズ『正義論』(紀伊國屋書店)
アリストテレス『ニコマコス倫理学』(光文社古典新訳文庫)
マッキンタイア『美徳なき時代』(みすず書房)
ジェイムズ『進化倫理学入門』(名古屋大学出版会)
ノディングズ『ケアリング』(晃洋書房)

授業科目名

科目NO.

倫理学演習・講読Ⅰ

LAPHL3209

授業コード

L211110010
単位数

Seminars in Ethics Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

土屋 貴志

2単位

●科目の主題
西洋倫理学の代表的な古典3点を日本語で通読する。
●到達目標
西洋倫理学の代表的古典に関して、
1) 著者は倫理をどのようなものと考えていたか
2) 著者が答えようとした問いとは何だったのか、それは現代の日本社会に生きる我々にとって、どのような意義をもつか
3) 著者の考え方や論の進め方の特徴
の３点について、受講生が自分自身の解答を得る。
●授業内容・授業計画
毎週少なくとも100ページ以上の読書課題を課す。毎回、読書課題に関し、質疑応答を行う。課題文献についてのレポ
ート（4000字程度）を2回課す。
具体的には下記のように進める予定であるが、必要に応じて変更する可能性もある。
第１回 オリエンテーション・受講カード記入
第２回 プラトン『国家』第1巻～第3巻18章
第３回 プラトン『国家』第3巻19章～第5巻
第４回 プラトン『国家』第6巻・第7巻
第５回 プラトン『国家』第8巻～第10巻
第６回 中間レポート執筆
第７回 アリストテレス『ニコマコス倫理学』第1巻～第3巻第9章
第８回 アリストテレス『ニコマコス倫理学』第3巻第10章～第5巻
第９回 アリストテレス『ニコマコス倫理学』第6巻〜第8巻第7章
第１０回 アリストテレス『ニコマコス倫理学』第8巻第8章〜第10巻
第１１回 カント『道徳形而上学の基礎づけ』序文・第1章
第１２回 カント『道徳形而上学の基礎づけ』第2章
第１３回 カント『道徳形而上学の基礎づけ』第3章
第１４回 期末レポート執筆
第１５回 採点面接
●事前・事後学習の内容
事前学習として、テキストの読書課題箇所を、
ウェブサイト http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/class/ethics_seminar/seminar-eth-sylbs.html に掲げられた問い
に回答しながら、精読してくること。
事後学習として、レポートに向け、テキストを繰り返し読み直すこと。
●評価方法
出席状況とレポートを評価の対象とする。
評価内容は「受講カード」に記録し、いつでも閲覧に応じる。
学期末試験は行わないが、採点に関する面談を行う。受講カードは採点面談時に返却する。
●受講生へのコメント
読書課題の量が多いが、一字一句の理解よりも、論旨は何かを考えて、大意をつかむ読み方を習得するように心がけて
ほしい。
●参考文献・教材
テキストは以下の本全部である。
プラトン『国家』（上・下、岩波文庫）
アリストテレス『ニコマコス倫理学』（上・下、光文社古典新訳文庫）
カント『道徳形而上学の基礎づけ』（光文社古典新訳文庫）
参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。

授業科目名

科目NO.

倫理学演習・講読Ⅱ

LAPHL3210

授業コード

L211120010
単位数

Seminars in Ethics Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

土屋 貴志

2単位

●科目の主題
英米倫理学の代表的な古典5点を日本語で通読する。
●到達目標
英米倫理学の代表的古典に関して、
1) 著者は倫理をどのようなものと考えていたか
2) 著者が答えようとした問いとは何だったのか、それは現代の日本社会に生きる我々にとって、どのような意義をもつか
3) 著者の考え方や論の進め方の特徴
の３点について、受講生が自分自身の解答を得る。
●授業内容・授業計画
毎週少なくとも100ページ以上の読書課題を課す。毎回、読書課題に関し、質疑応答を行う。課題文献についてのレポ
ート（4000字程度）を2回課す。
具体的には下記のように進める予定であるが、必要に応じて変更する可能性もある。
第１回 オリエンテーション・受講カード記入
第２回 『リヴァイアサン』序説〜第9章
第３回 『リヴァイアサン』第10章〜第16章
第４回 『リヴァイアサン』第17章〜第25章
第５回 『リヴァイアサン』第26章〜第31章
第６回 『統治二論』後編第1章〜第8章
第７回 『統治二論』後編第9章〜第19章
第８回 中間レポート執筆
第９回 『道徳および立法の諸原理序説』序言・第1章〜第6章
第１０回 『道徳および立法の諸原理序説』第7章〜第17章
第１１回 「功利主義」第1章〜第3章
第１２回 「功利主義」第4章・第5章
第１３回 『自由論』第1章・第2章
第１４回 『自由論』第3章〜第5章
第１５回 期末レポート執筆・採点面接
●事前・事後学習の内容
事前学習として、テキストの読書課題箇所を、
ウェブサイト http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/class/ethics_seminar/seminar-eth-sylbs.html に掲げられた問い
に回答しながら、精読してくること。
事後学習として、レポートに向け、テキストを繰り返し読み直すこと。
●評価方法
出席状況およびレポートを評価の対象とする。
評価内容は「受講カード」に記録し、いつでも閲覧に応じる。
学期末試験は行わないが、採点に関する面談を行う。受講カードは採点面談時に返却する。
●受講生へのコメント
読書課題の量が多いが、一字一句の理解よりも、論旨は何かを考えて、大意をつかむ読み方を習得するように心がけて
ほしい。
●参考文献・教材
テキストは以下の文献全部である。
ホッブズ『リヴァイアサン』1・2（光文社古典新訳文庫）
ロック『完訳統治二論』（岩波文庫）
ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』（『世界の名著49 ベンサム/J.S. ミル』中公バックス所収）
J. S. ミル「功利主義」（『J. S. ミル功利主義論集』京都大学学術出版会、所収）
J. S. ミル『自由論』（光文社古典新訳文庫［2006年版・山岡洋一訳］）
参考文献は必要に応じて授業時間内に紹介する。

授業科目名

科目NO.

宗教学概論Ⅰ

LAPHL3211

授業コード

L211130010
単位数

Introduction to the Study of ReligionⅠ
授業形態

担当教員名

講義

仲原 孝

2単位

●科目の主題
世界に数えきれないほど存在する宗教について考えるのに、すべての宗教をひとまとめにして扱ってしまったのでは宗
教の真相は見えなくなる。そこでこの講義では、毎年、特定の宗教的・宗教哲学的思想を主題として取り上げ、それにつ
いて深く掘り下げながら、宗教の本質について考えてゆく。
●到達目標
具体的な宗教現象に即しながら、宗教の本質について受講者各自が独自の哲学的思考を展開できるようになることを、授業の
目標とする。
●授業内容・授業計画
今年は、初めて哲学が成立したといわれる古代ギリシャを主題として、神話的思考から哲学的思考がいかにして生まれ
てきたのか、神話ないし宗教と哲学とはいかなる関係にあるのか、といった問題について考察していく。
授業計画は以下のとおり。
第01回: イントロダクション
第02回: 神話と史実。宗教学と歴史学
第03回: 古代ギリシャ史概説
第04回: ホメロス問題について
第05回: トロイア戦争の史実性
第06回: ギリシャ人の神の心理学的特質
第07回: 『イーリアス』解釈 (1)
第08回: 『イーリアス』解釈 (2)
第09回: 『オデュッセイアー』解釈
第10回: ヘシオドスについて知りうること
第11回: 『労働と日々』の思考革命。自己思考の始まり
第12回: 『神々の誕生』解釈 (1)
第13回: 『神々の誕生』解釈 (2)
第14回: 旧約聖書創世記の思考法との比較
第15回: 総括。神話とは何か
●事前・事後学習の内容
必要に応じて資料を配布し、参考文献を指示するので、次回授業までにそれを熟読し、わかったことや疑問点をノート
にまとめておくこと。随時それをレポートの形で提出することを求める。
●評価方法
小論文形式のレポートを課す。論ずるべき課題を通知する時に、同時に、枚数、テーマ、論じ方など、論述が満たすべ
き条件を何項目かにわたって指定する。それらがすべて満たされていることが単位認定の必須の条件となる。
●受講生へのコメント
授業中の私語は厳重に禁止する。成績評価のためのレポートでは、講義で提示された問題に対して各自が主体的に答を
模索することが求められる。ノートや参考書をまとめただけのレポートには単位を認定しないので注意。
●参考文献・教材
テキストは用いない。必要な資料は印刷して授業中に配布する。

授業科目名

科目NO.

宗教学概論Ⅱ

LAPHL3212

授業コード

L211140010
単位数

Introduction to the Study of ReligionⅡ
授業形態

担当教員名

講義

仲原 孝

2単位

●科目の主題
世界に数えきれないほど存在する宗教について考えるのに、すべての宗教をひとまとめにして扱ってしまったのでは宗
教の真相は見えなくなる。そこでこの講義では、毎年、特定の宗教的・宗教哲学的思想を主題として取りあげ、それにつ
いて深く掘り下げながら、宗教の本質について考えてゆく。
●到達目標
具体的な宗教現象に即しながら、宗教の本質について受講者各自が独自の哲学的思考を展開できるようになることを、授業の
目標とする。
●授業内容・授業計画
前期のつづき。前期と連続して受講することが望ましい。
授業計画は以下の通り。
第01回: イントロダクション
第02回: 「ソクラテス以前の哲学者たち」について
第03回: タレスについて知りうること
第04回: ヘシオドスとタレス。共通性と差異性
第05回: 神話と科学と哲学
第06回: アナクシマンドロスについて知りうること
第07回: アナクシマンドロスの宇宙論
第08回: “Das Fragment”について
第09回: ピュタゴラスについて知りうること
第10回: 超自然的伝承をいかに解釈するか
第11回: オルペウス神話について
第12回: ギリシャ神話と日本神話
第13回: ピュタゴラスの宇宙論
第14回: 数学と宗教と哲学
第15回: 総括。philosophiaとは何か
●事前・事後学習の内容
必要に応じて資料を配布し、参考文献を指示するので、次回授業までにそれを熟読し、わかったことや疑問点をノート
にまとめておくこと。随時それをレポートの形で提出することを求める。
●評価方法
小論文形式のレポートを課す。論ずるべき課題を通知する時に、同時に、枚数、テーマ、論じ方など、論述が満たすべ
き条件を何項目かにわたって指定する。それらがすべて満たされていることが単位認定の必須の条件となる。
●受講生へのコメント
授業中の私語は厳重に禁止する。成績評価のためのレポートでは、講義で提示された問題に対して各自が主体的に答を
模索することが求められる。ノートや参考書をまとめただけのレポートには単位を認定しないので注意。
●参考文献・教材
テキストは用いない。必要な資料は印刷して授業中に配布する。

授業科目名

科目NO.

宗教学演習・講読Ⅰ

LAPHL3213

授業コード

L211150010
単位数

Reading Seminar in the Study of ReligionⅠ
授業形態

担当教員名

演習

仲原 孝

2単位

●科目の主題
宗教学・宗教哲学の基礎的文献を講読する。
●到達目標
文献を正確に読解する能力を身につけつつ、しかもそれに対する自分独自の解釈を形成する力を養うことを、授業の目標とする。
●授業内容・授業計画
今年はキルケゴールの『不安の概念』を、英訳を使用して講読する。前期は第1章「原罪の前提としての不安」を読む。
授業計画は以下の通り。ただし授業進度の都合上、授業計画に多少の変更が行なわれる場合もありうることを付記して
おく。
第１回 §1 (1)
第２回 §1 (2)
第３回 §1 (3)
第４回 §2 (1)
第５回 §2 (2)
第６回 §2 (3)
第７回 §3 (1)
第８回 §3 (2)
第９回 §4 (1)
第１０回 §4 (2)
第１１回 §5 (1)
第１２回 §5 (2)
第１３回 §6 (1)
第１４回 §6 (2)
第１５回 §6 (3)
●事前・事後学習の内容
毎回、受講者全員が指定された範囲のテキストを翻訳し、要点を十分に理解した上で授業に臨むこと。授業後は各自の
翻訳の誤りをチェックしなおし、授業で提示された問題に対する各自の解釈をまとめておくこと。随時そのまとめをレポ
ートの形で提出するよう求める。
●評価方法
担当課題をどの程度適切に果たしたか、授業時の議論にどの程度積極的に参加したか、要求されたレポートは適切であ
ったか、を総合的に考慮して評価する。
●受講生へのコメント
欠席・遅刻は大幅に減点する。特段の理由なく欠席した者には単位を認めないので注意すること。
●参考文献・教材
テキストは、Kierkegaard's The Concept Of Dread, Translated With Introduction And Notes By Walter Lowrie. Princeton
University Press を使用する。

授業科目名

科目NO.

宗教学演習・講読Ⅱ

LAPHL3214

授業コード

L211160010
単位数

Reading Seminar in the Study of ReligionⅡ
授業形態

担当教員名

演習

仲原 孝

2単位

●科目の主題
宗教学・宗教哲学の基礎的文献を講読する。
●到達目標
文献を正確に読解する能力を身につけつつ、しかもそれに対する自分独自の解釈を形成する力を養うことを、授業の目標とする。
●授業内容・授業計画
前期にひきつづき、キルケゴールの『不安の概念』を、英訳を使用して講読する。後期は第3章「罪の意識を欠く罪の結
果としての不安」を読む。前期と連続して受講することが望ましい。
授業計画は以下の通り。ただし授業進度の都合上、授業計画に多少の変更が行なわれる場合もありうることを付記して
おく。
第１回 §1 (1)
第２回 §1 (2)
第３回 §1 (3)
第４回 §1 (4)
第５回 §1 (5)
第６回 §2 (1)
第７回 §2 (2)
第８回 §2 (3)
第９回 §2 (4)
第１０回 §2 (5)
第１１回 §3 (1)
第１２回 §3 (2)
第１３回 §3 (3)
第１４回 §3 (4)
第１５回 §3 (5)
●事前・事後学習の内容
毎回、受講者全員が指定された範囲のテキストを翻訳し、要点を十分に理解した上で授業に臨むこと。授業後は各自の
翻訳の誤りをチェックしなおし、授業で提示された問題に対する各自の解釈をまとめておくこと。随時そのまとめをレポ
ートの形で提出するよう求める。
●評価方法
担当課題をどの程度適切に果たしたか、授業時の議論にどの程度積極的に参加したか、要求されたレポートは適切であ
ったか、を総合的に考慮して評価する。
●受講生へのコメント
欠席・遅刻は大幅に減点する。特段の理由なく欠席した者には単位を認めないので注意すること。
●参考文献・教材
テキストは、Kierkegaard's The Concept Of Dread, Translated With Introduction And Notes By Walter Lowrie. Princeton
University Press を使用する。

授業科目名

科目NO.

美学概論Ⅰ

LAPHL3217

授業コード

L211190010
単位数

Introduction to AestheticsⅠ
授業形態

担当教員名

講義

高梨 友宏

2単位

●科目の主題
近代ドイツ美学史を概観する。
●到達目標
「美学」は18世紀ドイツの哲学者A.G.バウムガルテンによって「感性的認識の学」として―ただし実質的には美や芸術を主題とす
る学として―打ちたてられた、比較的歴史の浅い、哲学の一分科である。バウムガルテン以後、「美学」は様々な思想家の手に委
ねられ、独自の思想史を形成していく。本講では、ドイツの思想家たちに担われた美学思想を、その成立から現代に至るまで編年
的に概観しながら、とくに美学の中心概念である「美的／感性的なもの」および、それに深い関連をもつ周辺的諸概念、すなわち、
「芸術」、「感情」、「趣味」、「価値」などが、これを論じる哲学者たちにより、彼らの思想的立場を反映して、どのように扱われていく
かについて検討したい。Ⅰではバウムガルテン、カント、シラーらドイツ近代初期の美学思想を取り上げる予定だが、とくにカントに
重点を置いて講じる予定。
●授業内容・授業計画
できるかぎり、以下のプランに沿って授業を進めたい。
第１回 導入「美学とは何か？」
第２回 バウムガルテン（1）：感性的認識の学
第３回 バウムガルテン（2）：美と芸術
第４回 カント（1）：批判哲学体系の中での“美学”の位置づけ
第５回 カント（2）：“趣味判断”の第1契機
第６回 カント（3）：“趣味判断”の第2契機
第７回 カント（4）：“趣味判断”の第3契機
第８回 カント（5）：“趣味判断”の第4契機
第９回 カント（6）：芸術論
第１０回 カント（7）：天才論
第１１回 カント（8）：崇高論
第１２回 カント（9）：美と道徳的善
第１３回 シラー（1）：カント美学への批判と美の自律性
第１４回 シラー（2）：美的教育論
第１５回 期末試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：授業で用いるテキストを事前にプリントして配布するので、少なくともこれを読んで授業に臨まれたい。
事後学習：可能であれば、授業で触れた内容について当該の哲学者の一次資料に当たって確認されたい。
●評価方法
学期末試験を課し、授業内容の理解の如何を評価対象とする。
なお、期末試験については、受験資格を「全授業回数の6割超出席者」のみに与えることとする。
●受講生へのコメント
・受講に際して、特に予備知識は必要としないが、美や芸術に対すると同程度に、哲学にも関心を持つ人の受講が望ま
しい。
・毎授業の終わりに、10分程度、授業内容に関連するクラシック音楽を観賞する時間を設ける予定。
・毎回「出席調査票」を配布し、出席の確認をする他、これに記載された受講者の質問や感想に答（応）える形で授業
内容を補足する。
●参考文献・教材
教材：授業用プリントを配布する。
参考書：今道友信編講座『美学』（東京大学出版会）／新田博衞編『藝術哲学の根本問題』（晃洋書房）／木幡順三『美と芸術の
論理』（勁草書房）／佐々木健一『美学辞典』（東京大学出版会）／当津武彦編『美の変貌』（世界思想社）他、授業時間中に適宜
指示する。

授業科目名

科目NO.

美学概論Ⅱ

LAPHL3218

授業コード

L211200010
単位数

Introduction to AestheticsⅡ
授業形態

担当教員名

講義

高梨 友宏

2単位

●科目の主題
ヘーゲル以後の主たるドイツ系美学・芸術哲学の概観。
●到達目標
美学概論Ⅰの続き（Ⅰの項を参照されたい）。Ⅱでは、ヘーゲル、ショーペンハウアー、ニーチェ、フィードラー、ハイデガーらの
美学または芸術哲学を概観しながら、美学（または芸術哲学）の諸問題についての理解を目指す。
●授業内容・授業計画
できるかぎり、以下のプランに沿って授業を進めたい。
第１回 導入「美学の課題と展開」
第２回 ヘーゲル（1）：芸術哲学の方法論
第３回 ヘーゲル（2）：芸術の歴史的展開
第４回 ヘーゲル（3）：芸術終焉論
第５回 ショーペンハウアー（1）：表象としての世界
第６回 ショーペンハウアー（2）：意志としての世界
第７回 ショーペンハウアー（3）：イデアの直観
第８回 ショーペンハウアー（4）：美もしくは芸術の目的
第９回 ショーペンハウアー（5）：芸術ジャンル論と音楽への評価
第１０回 フィードラー（1）：芸術活動の意義、すなわち現実性の把握
第１１回 フィードラー（2）：芸術活動の自立性、すなわち芸術学の基礎付けへの貢献
第１２回 ハイデガー（1）：現象学的存在論
第１３回 ハイデガー（2）：芸術作品における存在の生起、または“大地”と“世界”の抗争
第１４回 ハイデガー（3）：美学への批判
第１５回 期末試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：授業で用いるテキストを事前にプリントして配布するので、少なくともこれを読んで授業に臨まれたい。
事後学習：可能であれば、授業で触れた内容について当該の哲学者の一次資料に当たって確認されたい。
●評価方法
学期末試験を課し、授業内容の理解の如何を評価対象とする。
なお、期末試験については、受験資格を「全授業回数の6割超出席者」のみに与えることとする。
●受講生へのコメント
・受講に際して、特に予備知識は必要としないが、美や芸術に対すると同程度に、哲学にも関心を持つ人の受講が望ま
しい。
・本講は前期「美学概論Ⅰ」の続きであるため、Ⅰの受講者が継続して受講することが望ましい。
・毎授業の終わりに、10分程度、授業内容に関連するクラシック音楽を観賞する時間を設ける予定。
・毎回「出席調査票」を配布し、出席の確認をする他、これに記載された受講者の質問や感想に答（応）える形で授業
内容を補足する。
●参考文献・教材
教材：授業用プリントを配布する。
参考書：今道友信編講座『美学』（東京大学出版会）／新田博衞編『藝術哲学の根本問題』（晃洋書房）／木幡順三『美と芸術の
論理』（勁草書房）／佐々木健一『美学辞典』（東京大学出版会）／当津武彦編『美の変貌』（世界思想社）他、授業時間中に適宜
指示する。

授業科目名

科目NO.

哲学特講Ⅰ

LAPHL3219

授業コード

L211240010
単位数

Special Lecture on Philosophy Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義／演習

佐金 武

2単位

●科目の主題
時間を軸とする哲学および科学の歴史を学ぶ。
●到達目標
古くて新しい哲学の諸問題に触れることを通じて、問題の所在を正確に捉える能力を養い、現代の科学的世界観の深い理解に
努める。
●授業内容・授業計画
次のテキストの内容にそって授業を展開する。
A・Baron, A Brief History of the Philosophy of Time, Oxford University Press.
今回のテーマは、「時間の矢」、「タイムトラベル」、「自由」、「時間のはじまりと終わり」である。
講義パートでの解説を踏まえ、論点の洗い出しと批判的検討を行い、いくつかの課題に取り組む。
第１回 授業ガイダンスおよび第5章"The Arrow of Time"に関する講義
第２回 第5章に関する講義とディスカッション
第３回 第5章に関する課題とディスカッション
第４回 第6章"Is Time Travel Possible?"に関する講義
第５回 第6章に関する講義とディスカッション
第６回 第6章に関する課題とディスカッション
第７回 第7章"Time and Freedom"に関する講義
第８回 第7章に関する講義とディスカッション
第９回 第7章に関する課題とディスカッション
第１０回 第8章"Could the Universe Have No Beginning or End in Time?"に関する講義
第１１回 第8章に関する講義とディスカッション
第１２回 第8章に関する課題とディスカッション
第１３回 エピローグに関する講義とディスカッション
第１４回 全体のまとめ
第１５回 予備
●事前・事後学習の内容
講義を受けるにあたっては予習を前提とする。
講義を踏まえしっかり復習を行い、ディスカッションや課題提出の準備をすること。
授業の資料は下記よりダウンロード。
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/sakon/
●評価方法
平常点（60点）と4つの課題レポート（40点）により評価する。
ただし、6回以上の欠席は評価の対象としない。
その他、授業への貢献度に応じて適宜加点も検討する。
（受講生の人数に応じて、授業設計は柔軟に対応する。詳細については初回の授業で示す。）
●受講生へのコメント
しっかり予習と復習を行うこと。
●参考文献・教材
Baron, A. (2013) A Brief History of the Philosophy of Time, Oxford University Press.

授業科目名

科目NO.

哲学特講Ⅱ

LAPHL3220

授業コード

L211250010
単位数

Special Lecture on Philosophy Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

加藤 憲治

2単位

●科目の主題
哲学的古典をフランス語（あるいは英語）で精読することによって、哲学的基礎知識を習得し、西洋哲学の思考方法に
慣れ親しむ。
●到達目標
フランス語（あるいは英語）文献読解能力の向上と西洋哲学史の潮流を把握することを目的とする。
●授業内容・授業計画
メルロ＝ポンティの『知覚の現象学』「序文」を読む。
メルロ=ポンティは、我々が普段忘却している<生の世界Lebenswelt>を顕在化する手段として「現象学」を用い、そのテ
ーマとして「知覚」を選んだ。それは、とりもなおさず、「客観的世界の手前にある生きられた世界に立ち戻る」ためで
あった。二十世紀の現象学運動を理解する上でもっともすぐれた解説といえるこのテキストを精読することによって、現
象学への入門と共に、現代フランス哲学への導入としたい。
第１回 メルロ=ポンティとその哲学についての説明
第２回 「<現象学>の多義性」の読解と検討（１）
第３回 「<現象学>の多義性」の読解と検討（２）
第４回 「<純粋記述>」の読解と検討（１）
第５回 「<純粋記述>」の読解と検討（２）
第６回 「<現象学的還元>」の読解と検討（１）
第７回 「<現象学的還元>」の読解と検討（２）
第８回 「<現象学的還元>」の読解と検討（３）
第９回 「<形相的還元>」の読解と検討（１）
第10回 「<形相的還元>」 の読解と検討（２）
第11回 「<志向性>」の読解と検討（１）
第12回 「<志向性>」の読解と検討（２）
第13回 「結論」の読解と検討（１）
第14回 「結論」の読解と検討（２）
●事前・事後学習の内容
フランス語（あるいは英語）文献読解能力を向上させるためには、この演習の予習・復習をしっかりやることが求めら
れる。演習内容を包括的に理解するためには『知覚の現象学』全体を日本語で読むことが望ましい。
●評価方法
平常点によって評価する。平常点は、出席状況、演習に取り組む態度、議論への参加
から総合的に判定する。
●受講生へのコメント
これからフランス語を習得しようとする者の参加を歓迎する。英訳での参加も可。
●参考文献・教材
M. Merleau-Ponty, Pénoménologie de la perception, 1945, Avant-propos
(Phenomenology of Perception)
プリントを配布する

授業科目名

科目NO.

哲学特講Ⅲ

LAPHL3221

授業コード

L211260010
単位数

Special Lecture on Philosophy Ⅲ
授業形態

担当教員名

講義

土屋 貴志

2単位

●科目の主題
エトムント・フッサールの時間論を日本語訳で読みながら内容を検討する。
●到達目標
フッサールの現象学時間論について展望を得る。
●授業内容・授業計画
テキストの読解課題箇所に関して質疑応答を行う。必要に応じてドイツ語原典を参照するが、ドイツ語の読解力を必須
とはしない。
読解は下記のように進める予定であるが、変更する可能性もある。
第１回 オリエンテーション
第２回 序論：第１節・第２節
第３回 第１章：第３節〜第６節
第４回 第２章：第７節〜第１８節
第５回 第２章：第１９節〜第３３節
第６回 第３章：第３４節〜第３９節
第７回 第３章：第４０節〜第４５節
第８回 中間まとめの質疑
第９回 補遺Ⅰ・補遺Ⅱ
第１０回 補遺Ⅲ・補遺Ⅳ
第１１回 補遺Ⅴ・補遺Ⅵ
第１２回 補遺Ⅶ〜補遺Ⅸ
第１３回 補遺Ⅹ・補遺Ⅺ
第１４回 補遺Ⅻ・補遺XIII
第１５回 まとめの質疑
●事前・事後学習の内容
事前学習として、テキストの読解課題部分を全員必ず精読してくること。受講人数が少なければ、毎回、課題部分の報
告者を決め、レジュメによる報告を踏まえて質疑応答を行う。
事後学習として、講義内容を踏まえ、テキストを読み直すこと。
●評価方法
毎回の読解課題の達成度を総合し平常点として評価する。
●受講生へのコメント
内容の要点と論理を正確に把握することを重視する。一字一句の理解よりも、論旨は何かを考えて、大意をつかむ読み
方を習得するように心がけてほしい。
●参考文献・教材
下記の文献をテキストとする。
エトムント・フッサール『内的時間意識の現象学』（ちくま学芸文庫）
参考文献については授業中に紹介する。

授業科目名

科目NO.

LAPHL3222

哲学特講Ⅳ

授業コード

L211270010
単位数

Special Lecture on Philosophy Ⅳ
授業形態

担当教員名

演習

高梨 友宏

2単位

●科目の主題
フッサール『デカルト的省察』を通して、フッサール現象学の基本的諸理念を学ぶ。
●到達目標
『デカルト的省察』はフッサール後期現象学の代表的著作の一つ。デカルトの『省察』の叙述形式に範をとり、5つの省察から構
成される。このうち第5省察では、それまでに刊行されたフッサールの著作では明示的に主題化されていなかった「間主観性」、「感
情移入」、「共現前」などの問題があらたに取り上げられ、他者経験の可能性の探究や客観的世界の超越論的解明が目指されて
いる。この授業では、まず『デカルト的省察』の第1～第4省察の内容に関する講義を通じて現象学の基本理念を理解し、次いで受
講者による読解（プレゼン）と受講者全員によによる議論を通じて、フッサール後期現象学の諸問題の理解に到達することを目標と
する。
●授業内容・授業計画
最初の3回は講義形式で、フッサールの基本理念について講師が説明する。4回目以降、受講生によるプレゼンと議論を
含む演習を行う。
第１回 導入：フッサール現象学について
第２回 講義：『デカルト的省察』第1省察および第2省察の内容について
第３回 講義：『デカルト的省察』第3省察および第4省察の内容について
第４回
『デカルト的省察』第5省察に関する演習(以下、演習と略記)（1）
第５回 演習（2）
第６回 演習（3）
第７回 演習（4）
第８回 演習（5）
第９回 演習（6）
第11回 演習（7）
第12回 演習（8）
第13回 演習（9）
第14回 演習（10）
●事前・事後学習の内容
事前学習として、テキストの課題部分を全員必ず精読してくること。とくに、演習の担当が当たっている人はプレゼン
の準備をし、配布用資料を作成してくること。
事後学習として、講義内容を踏まえ、テキストを読み直すこと。
●評価方法
平常点による評価。ただし、全授業回数の6割以上の出席が必須。
●受講生へのコメント
演習では、事前に決められた担当者が担当箇所の内容についてプレゼンを行い、次にこのプレゼンをめぐって、担当者
を含む受講生全員が議論することになる。したがって、当日担当者に当たっていない受講生も全員、その日の授業で読む
予定のテキストを精読してくること。
●参考文献・教材
教材：
E.フッサール（浜渦辰二訳）『デカルト的省察』、岩波文庫、2001年
受講者は遅くとも3回目の授業までに入手しておくこと。
なお、原文を参照する必要がある場合は、コピーを配布する。

授業科目名

科目NO.

史学概論

LAGEN3201

授業コード

L212010010
単位数

Introduction to History
授業形態

担当教員名

講義

平田 茂樹

2単位

●科目の主題
歴史学の展開と現代歴史学の課題
●到達目標
「史学概論」は、これから歴史学を学ぶための基本的な諸問題を考える授業科目である。今年の講義では、世界史の分野に即し
て、「歴史学の展開と現代歴史学の課題」について取りあげる。それを通して、各自の歴史学に向かうスタンスの確立をめざす。
●授業内容・授業計画
本講義は福井憲彦『歴史学入門』をテキストとして用いながら、歴史学の方法論について学んで行く。
第1回 歴史への問い／歴史からの問い
第2回 証拠としての史料・資料
第3回 歴史の舞台としての環境
第4回 時間の認識と時代区分
第5回 歴史の重層性と地域からの視線
第6回 グローバルな歴史の捉え方
第7回 中間総括
第8回 身体と病と「生死観」
第9回 歴史人口学が拓いた地平
第10回 人と人を結ぶもの
第11回 比較というまなざし
第12回 政治と文化の再考
第13回 歴史と記憶または歴史と現在
第14回 総括
●事前・事後学習の内容
毎回、事前に教科書を読んで、講義の内容を自分なりに把握しておく。授業後には、講義内容と教科書・参考資料を突
き合わせて整理し、講義内容の定着を図る。
●評価方法
毎回課すレポートおよび試験により総合的に評価する。
●受講生へのコメント
歴史学は過去、現在、未来を時系列に従って考えていく学問です。過去を見つめる作業を通じて、現在、未来にまで目
を向けることができるようになって行ってください。
●参考文献・教材
教科書：福井憲彦『岩波テキストブックスα 歴史学入門』（岩波書店）
参考書：フェルナン・ブローデル『歴史入門』（中公文庫）
宮崎市定『中国史』（上）（下）（岩波文庫）
岸本美緒『中国の歴史』（ちくま学芸文庫）
二宮宏之『マルク・ブロックを読む』（岩波現代文庫）

授業科目名

科目NO.

日本史基礎講読Ⅰ

LAJPH2101

授業コード

L212020010
単位数

Basic Reading in Japanese HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

演習

仁木 宏

2単位

●科目の主題
日本史を学ぶための基礎的な史料読解について学ぶ
大学で日本史を学ぶための基礎的なスキルとしては、論文（先行研究）を正しく理解すること、歴史史料を正確に読み
解くことが求められる。本授業では、後者の養成を目的とする。
前近代の史料には、文書と記録があるが、ここでは中世の文書史料を対象とする。中世文書の多くは、日本中世固有の
漢文（漢字のみで書かれた文章）からなっており、これを読み解くためには、技量と訓練が必要である。
①史料中の漢字、用語の意味を知る。②「読み下し文」（書き下し文）を作成し、史料の論理的展開を明らかにする。
③現代語訳することで、史料の本質的な意味を広く伝えられるようにする。
●到達目標
中世史料を読み解くことは、古代史料、近世史料を読めるようになることにもつながる。また様々な史料を読み進めることによって、
日本中世社会の特質についても学ぶことができる。
史料を読解するためには、国語辞典、漢和辞典、日本史事典などを駆使することも必要である。高校時代までとは異なるレベル
での辞典（事典）活用法も身につける必要がある。
本授業で、大学での日本史初学者にとってもっとも基礎的な能力を身につけることによって、今後、本格的に日本史を学修して
ゆけるようになってほしい。
●授業内容・授業計画
中世の公文書で、もっとも形式や字体が整序されているのは室町幕府が発給した文書である。そこで、室町幕府の文書
から読みはじめ、ついで先行する鎌倉幕府の文書、朝廷の文書をあつかう。また幕府文書を出発点としながらも権力固有
の変質をとげた戦国大名の文書を学ぶ。後半では、武家・公家・寺院や社会集団が自らや他者を律するために制定した法
制史料をあつかう。
第１回 ガイダンス
第２回 室町幕府の文書①……御教書、御内書
第３回 室町幕府の文書②……遵行状、施行状
第４回 室町幕府の文書③……奉行人奉書
第５回 鎌倉幕府の文書①……下文、下知状
第６回 鎌倉幕府の文書②……御教書、奉書
第７回 朝廷の文書……綸旨、院宣
第８回 戦国大名の文書①……印判状
第９回 戦国大名の文書②……判物・折紙
第10回 禁制・掟書
第11回 武家家法
第12回 公家法、寺院法
第13回 村掟
第14回 座法、町掟
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前に、各班でレジメを作成する。個人で作成するのではなく、班員間で相談しながらよりレベルの高い報告を期待し
ている。
事後には、授業中につけられたコメント、要訂正箇所などについて確認し、次回の報告にいかすようにしてほしい。本
授業で得られた知識や学習法を、次年次以降のより高度な学修につなげること。
●評価方法
担当した史料についてのレジメ、報告の内容。さらに定期試験の結果を総合的に評価する。
●受講生へのコメント
日本史コースを志望し、あるいは日本史や歴史学に興味がある1回生の皆さんは、ぜひ受講してください。
大学で学ぶ歴史学の醍醐味は、自分で史料に接し、そこから新しい歴史像を構想し、構築することにあります。しかし、

正しく史料が読解できないと、そうしたステップに進むことはできません。
本授業を通じて、史料にもとづく歴史学の大切さと可能性について具体的に体感してもらえると思います。
●参考文献・教材
・『日本国語大辞典』（小学館）
・『大漢和辞典』（大修館書店）
・『国史大辞典』（吉川弘文館）
以上のほか、授業の中で随時、提示する。

授業科目名

科目NO.

日本史基礎講読Ⅱ

LAJPH3201

授業コード

L212030010
単位数

Basic Reading in Japanese HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

演習

塚田 孝

2単位

●科目の主題
「地域の歴史的総合調査」の意義と古文書読解の初歩。
●到達目標
日本史研究室では、毎年秋に和泉市域の一地区（江戸時代の村に当る）を対象に、「地域の歴史的総合調査」に取り組んでい
る。それは、一つの地域に即して、時代を越えて、史料調査・聞取り・地域空間把握など総合的な調査を行うことをめざすものであ
る。秋の調査にむけて、「地域の歴史的総合調査」の目的と意義を理解し、史料調査に際して必要となる古文書読解の初歩を身に
付ける。
●授業内容・授業計画
第1～3回の講義で「地域の歴史的総合調査」の実際を紹介し、その目的と意義について考える。その後は、毎回、近世
史料の写真版コピーをテキストとして、受講生各自の筆写、読み合せ、内容理解によって授業を進める。テキストには、
基本的なくずし方の史料を用いる。
第１回 2018年度の府中町（近世の府中村）調査
第２回 「地域の歴史的総合調査」①
第３回 「地域の歴史的総合調査」②
第４回 古文書講読①
第５回 古文書講読②
第６回 古文書講読③
第７回 古文書講読④
第８回 古文書講読⑤
第９回 古文書講読⑥
第１０回 古文書講読⑦
第１１回 2019年度調査に向けたガイダンス
第１２回 古文書講読⑧
第１３回 古文書講読⑨
第１４回 古文書講読⑩
●事前・事後学習の内容
各回に取り上げる史料のコピーを事前に下調べしておき、読めないところをチェックしておく。それを授業中に確認し、
自らくずし字の筆の運びをなぞり、数度にわたって書いてみる。史料の内容理解を確認する。
●評価方法
授業における発表や古文書読解の小テストで総合的に評価する。
●受講生へのコメント
予習・復習がたいせつ。課外に院生がチューターとなって行っている「古文書を読む会」へ参加することも有効。
●参考文献・教材
テキストプリント配布。

授業科目名

科目NO.

日本史通論Ⅰ

LAJPH3202

授業コード

L212040010
単位数

Outline of Japanese HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

講義

磐下 徹

2単位

●科目の主題
摂河泉地域（摂津・河内・和泉＝現在の大阪府・兵庫県）の古代史を考える
●到達目標
具体的な史料（資料）に即しながら摂河泉地域の古代史を概観することで、地域の歴史への理解を深めるとともに、事実にもとづ
く客観的な分析・思考方法を身につける
●授業内容・授業計画
第1回 ガイダンス
第2回 難波宮と大化改新①
第3回 難波宮と大化改新②
第4回 難波宮と大化改新③
第5回 行基と摂河泉地域①
第6回 行基と摂河泉地域②
第7回 行基と摂河泉地域③
第8回 知識経と地域社会①
第9回 知識経と地域社会②
第10回 知識経と地域社会③
第11回 摂河泉の金石文①
第12回 摂河泉の金石文②
第13回 摂河泉の金石文③
第14回 総括
第15回 定期試験
●事前・事後学習の内容
講義に際してはプリントを配布するので、事前に目を通しておくこと（もしよくわからない語句などがあれば、辞典類
を使って調べておくことが望ましい）。
また講義後は、プリントやノートを読み返して講義内容を整理しておくとともに、それに対する自分の意見・考えをま
とめておくこと。
そのほか、講義中に紹介された参考文献等を、各自の判断で適宜目を通しておくこと。
●評価方法
期末の筆記試験と受講態度を総合的に勘案して評価する（おおよそ試験70％、受講態度30％が目安）。
試験では講義内容の理解度とともに、それらを踏まえた自らの見解を論理的に記述できているかどうかを問う。
●受講生へのコメント
大学の歴史学の講義は暗記科目ではない。
一方的に講義を聴くだけではなく、講義内容を理解した上で自分なりの考えを持てるよう、積極的な姿勢で毎回の授業
に臨んでほしい。
●参考文献・教材
毎回プリント・資料を配布し、それに即しながら講義を進めていく。
参考文献等に関しては必要に応じてその都度指示する。

授業科目名

科目NO.

日本史通論Ⅱ

LAJPH3203

授業コード

L212050010
単位数

Outline of Japanese HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

講義

佐賀 朝

2単位

●科目の主題
「巨大都市大阪の形成・発展と都市問題」というテーマのもと、明治維新から第二次大戦終結までの近代日本と大阪の
歴史について概観する。
●到達目標
近代における都市社会の発展とその矛盾の様相を捉えることを通じて、現代の地域社会が抱える課題に向き合うための基本的
な視座を獲得することを目標としたい。
●授業内容・授業計画
前半では、明治維新の概要を押さえた上で、1889年の地方自治制実施によって大阪市が誕生してから、日清・日露戦争
と産業資本の確立を経て、大阪が100万の人口を有する巨大都市へと発展し、その一方で都市社会問題が広範に成立する
様相を見る。後半では、第一次世界大戦期の経済発展によって都市問題がさらに深刻化するなか、階級的社会運動が展開
され、新しい都市政策が登場するプロセスを論じたうえで、昭和恐慌と満州事変を経て大阪大空襲に至る、戦時体制下大
阪の経済・社会についても見、可能な範囲で戦後への展望にも触れたい。
近年、進展しつつある近代都市史研究の成果をふまえ、明治半ばから終戦にいたるまでの巨大都市大阪の歴史的なあゆ
みを概観しながら、その特徴を明らかにする。
第１回 明治維新と大阪の都市空間―導入
第２回 近代都市の成立―市制町村制と大阪市の成立―
第３回 企業勃興―大阪の紡績会社と鉄道資本―
第４回 産業革命と地域社会―九条・西九条の工場集積―
第５回 日清・日露戦争と大阪
第６回 社会問題の成立―労働問題と社会運動―
第７回 阪神と阪急―「私鉄王国」大阪と郊外開発―
第８回 第一次世界大戦期の経済発展と都市化
第９回 都市問題の深刻化―住宅問題と借家争議―
第10回 米騒動と方面委員制度の発足―新しい社会政策―
第11回 都市政策・都市計画の誕生―関一大阪市長の役割―
第12回 日本橋「裏長屋」の生活と不良住宅地区改良事業
第13回 昭和恐慌・満州事変と都市社会問題
第14回 戦時体制と大阪市民―国防婦人会と大阪の町会―
第15回 大阪大空襲―太平洋戦争下の空襲と都市―
●事前・事後学習の内容
事前・事後学習については、毎回の授業で事前・事後学習のポイントと課題を提示する。
主として配布プリント（レジュメと資料プリント）を用いた事後学習について指示する。
●評価方法
平常点、小レポート、学期末試験などにより総合的に評価する。
●受講生へのコメント
毎回のコメントカードへの記入内容も重視しますので、まずはしっかり出席して話を聞いてください。
●参考文献・教材
・小山仁示『（改訂）大阪大空襲―大阪が壊滅した日』（東方出版、1989年）
・原田敬一『日本近代都市史研究』（思文閣出版、1997年）
・芝村篤樹『日本近代都市の成立―1920・30年代の大阪―』（松籟社、1998年）
・広川禎秀編『近代大阪の行政・社会・経済』（青木書店、1998年）
・佐賀朝『近代大阪の都市社会構造』（日本経済評論社、2007年）
・広川禎秀編『近代大阪の地域と社会変動』（部落問題研究所、2009年）
以上のほか、授業のなかで随時、提示する。

授業科目名

科目NO.

考古学通論

LAJPH3204

授業コード

L212060010
単位数

Outline of Archaeology
授業形態

担当教員名

講義

岸本 直文

2単位

●科目の主題
古墳時代前期・中期を取り上げる。古墳時代は前方後円墳の共有に示される連合体制的であったが、5世紀に中央権力
が卓越し地域勢力の従属が進む。しかし古墳時代中期の河内政権は雄略没後に弱体化し、6世紀初頭に継体擁立に進み、
古墳時代後期へと推移する。墓制も横穴式石室が全面的に採用され、副葬品の内容も変わる。王権内の主導権争いを経て、
6世紀中頃には王権と地域勢力の格差が大きく開き、地方統治が進むことになる。こうした古墳時代後半における中央権
力の伸長をみていくことにする。
●到達目標
古墳時代中期およそ5世紀の古市・百舌鳥古墳群を残した河内政権、倭国王墓は最大規模に達する。広範な労働力を集め築
造された前方後円墳は権力の大きさを示すが、同時に、5世紀前半までは各地の勢力も大規模な前方後円墳を築造しており、連
合体制のピークであった。しかしそれを経て、地域勢力が押さえ込まれ従属へと進む。前方後円墳の共有は連合体制の産物であ
り、倭王権の卓越により姿を消していくまでを理解する。
●授業内容・授業計画
資料を配付した上で、パワーポイントを使いながら以下の通り進める。
第１回 古墳時代前期
第２回 ホムダワケのクーデタ
第３回 難波津と難波宮下層遺跡
第４回 允恭即位による主導権交替
第５回 巨大な王墓と淡輪の古墳
第６回 5世紀における諸技術の伝来
第７回 雄略期における地域勢力の従属
第８回 河内政権の終焉
第９回 継体の登場
第10回 畿内型横穴式石室の成立
第11回 河内大塚山古墳と安閑・欽明の対立
第12回 欽明期の中央集権化
第13回 地域開発の進展と国県制
第14回 前方後円墳の廃止
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
前回の受講ノートを見直した上で授業に臨むこと。また事後に、授業内容の理解をまとめておくことが望ましい。
●評価方法
定期試験による。
●受講生へのコメント
古墳時代という時代区分の名称となっている古墳は、3世紀から6世紀にかけて、5000基以上の前方後円墳を含めて10数
万基ともカウントされている。なぜ古墳の造営にこれだけの労力を傾けたのかを、倭にそれまでなかった王制が生まれ、
列島の統合とその秩序維持がめざされた国家形成期という観点から考えてほしい。
●参考文献・教材
資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

日本史講読Ⅰ

LAJPH3205

授業コード

L212070010
単位数

Reading in Japanese HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

演習

磐下 徹

2単位

●科目の主題
日本古代史の基礎的史料の読解
●到達目標
『続日本紀』を素材に古代史料の基礎的読解力を習得する
●授業内容・授業計画
第1回 ガイダンス
第2回 『続日本紀』解題
第3回 発表①『続日本紀』読解1
第4回 発表②『続日本紀』読解2
第5回 発表③『続日本紀』読解3
第6回 発表④奈良時代の古文書読解
第7回 発表⑤『続日本紀』読解4
第8回 発表⑥『続日本紀』読解5
第9回 発表⑦『続日本紀』読解6
第10回 発表⑧奈良時代の金石文読解
第11回 発表⑨『続日本紀』読解7
第12回 発表⑩『続日本紀』読解8
第13回 発表⑪『続日本紀』読解9
第14回 まとめ
＊学修効果を高めるため、受講者の状況に応じて計画は変更されることもある。
●事前・事後学習の内容
本講義でとりあげる『続日本紀』のテキストは事前に指示しておくので、毎回該当記事に目を通してくること（分から
ない言葉などは辞書類で確認しておくこと）。
事後は報告・議論の内容や教員の補足説明を振り返り、記事の内容を正確に把握しておくこと。
講義で紹介された参考文献に、各自の判断で適宜目を通しておくこと。
●評価方法
平常点で評価。
発表内容（70％）と発表回以外の授業参加態度（30％）で判定する。
●受講生へのコメント
史料読解は歴史学の基本である。細かい点も疎かにしない史料の読み方を体得してほしい。はじめはできなくても、積
み重ねを大切に、粘り強く前進してほしい。
なお、第1回に報告順などを決めるので、必ず出席するように。
●参考文献・教材
新日本古典文学大系『続日本紀』（岩波書店）
井上薫「続日本紀」（『国史大系書目解題 上巻』吉川弘文館、1971年）
笹山晴生「続日本紀と古代の史書」（新日本古典文学大系『続日本紀 一』岩波書店、1989年）
その他、必要に応じてプリント等配布

授業科目名

科目NO.

日本史講読Ⅱ

LAJPH3206

授業コード

L212080010
単位数

Reading in Japanese HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

演習

仁木 宏

2単位

●科目の主題
中世史料を読解する応用力を養う。
●到達目標
中世文書には独特な表現があり、そこには中世社会の特色が反映されている。史料からそうした社会のあり方を読みとる能力を
みがかせる。
史料を正確に読むことは日本史を学習してゆく上で必修である。単なる「読み」や表面的な意味にとどまらず、その背後にある中
世社会の諸側面をいかに深くとらえることができるかがポイントとなる。
卒業論文を書く上では高度な史料読解能力が必要とされるが、そのための必要十分な訓練の場とする。
●授業内容・授業計画
中世の都市・流通にかかわる史料をテキストにする。
グループにわかれて、順番に報告してもらう。グループ内で十分議論して、その成果を発表するようにする。
第１回 ガイダンス
第２回 鎌倉時代Ⅰ
第３回 鎌倉時代Ⅱ
第４回 市の伝承
第５回 室町幕府法Ⅰ
第６回 室町幕府法Ⅱ
第７回 徳政をめぐって
第８回 撰銭をめぐって
第９回 座掟
第10回 町掟
第11回 戦国大名法
第12回 戦国大名と都市
第13回 楽市令
第14回 信長・秀吉と都市
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前には、担当の各班は、学情その他で辞書などをもとに該当史料の読み、意味、意義などについて調べ、班で相談の
上、レジメを作成し提出する。担当者以外は、該当史料を読み込んでくること。
事後には、授業中の復習をおこない、史料の読解・解釈を深める。
●評価方法
授業における報告と、学期末の定期試験で評価する。
●受講生へのコメント
法令は比較的難しい史料が多いが、これが読めるようになれば、他の史料は容易に解読できるようになる。
●参考文献・教材
プリントを配布する。参考文献は、適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

日本史講読Ⅲ

LAJPH3207

授業コード

L212090010
単位数

Reading in Japanese HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

塚田 孝

2単位

●科目の主題
近世古文書講読。
●到達目標
大阪府の南部に位置する和泉市域に残された近世の村方文書から、基本的なものを選んで読んでいく。これを通して近世古文
書の読解力を養うことをめざす。なお、これを通して近世の民衆生活の一端に触れることができればと思っている。
●授業内容・授業計画
この授業では、毎年秋に日本史研究室が行っている和泉市教育委員会との合同調査（「地域の歴史的総合調査」）によ
って発見された古文書をテキストとしている。昨年度の合同調査は、2018年9月に府中町で行ったが、授業では近世の府
中村の村明細帳と寺社改め帳を三つのグループに分かれて検討し、近世後期の府中村の総体的な把握を試みた。今年も、
秋の合同調査で発見された史料もしくは関連史料をテキストに、その史料の内容に即してグループをつくり、発表形式で
行う。
第１回 合同調査の史料概要と方針説明、グループ分け
第２回 和泉地域の関連先行研究の検討①
第３回 和泉地域の関連先行研究の検討②
第４回 古文書講読①
第５回 古文書講読②
第６回 古文書講読③
第７回 古文書講読④
第８回 古文書講読⑤
第９回 古文書講読⑥
第１０回 古文書講読⑦
第１１回 古文書講読⑧
第１２回 古文書講読⑨
第１３回 古文書講読⑩
第１４回 古文書講読⑪
●事前・事後学習の内容
事前に各班で担当する史料について、翻刻、現代語訳、内容理解を集団的に準備・議論し、レジュメにまとめる。それ
を授業で発表して討論し、他班の作業などと突き合わせ、理解を深め、レジュメの修正版を作成する。次回の報告の際、
その回の報告レジュメとともに前回のレジュメ修正版も配布する。
●評価方法
授業における発表と最終レポートで総合的に評価する。
●受講生へのコメント
グループでの事前準備がたいせつ。課外に院生がチューターとなって行っている「古文書を読む会」へ参加することが
必要。
●参考文献・教材
テキスト プリント配布。

授業科目名

科目NO.

日本史講読Ⅳ

LAJPH3208

授業コード

L212100010
単位数

Reading in Japanese HistoryⅣ
授業形態

担当教員名

演習

佐賀 朝

2単位

●科目の主題
「戦時下の国民動員と市民生活・地域社会」というテーマのもと、「十五年戦争」期（1931～45）の史料を読んでいく。
●到達目標
活字史料を中心に、近現代史料を読み解くための基礎的な方法や知識の修得を目ざす。
●授業内容・授業計画
この授業では、「十五年戦争」期における国民動員や戦時政策と、市民生活や地域社会との関係について、『資料日本
現代史』（大月書店）などの史料集に収録された活字史料を読み進める形で考察したい。受講生とも相談しつつ、テキス
トの中から取り上げる史料を選択し、関連する論文などにも言及する形での分担発表を順番に行ってもらう。発表は、1
人ずつ、あるいは2～3人程度の少人数のグループで担当してもらう予定。
必要に応じて、基本文献や関連論文の要約・論評を主眼とする報告も織り込む。
第１回 ガイダンス
第２回 論文検討報告①
第３回 史料報告その1
第４回 史料報告その2
第５回 史料報告その3
第６回 論文検討報告②
第７回 史料報告その4
第８回 史料報告その5
第９回 史料報告その6
第10回 史料報告その7
第11回 論文検討報告③
第12回 史料報告その8
第13回 史料報告その9
第14回 史料報告その10
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
論文報告のテキスト、史料報告で取り上げる史料は事前に配布するので、通読した上で授業に参加すること。
毎回の報告についての議論は次回にも継続して行うことが多いので、論文や史料、報告の内容についても事後に読み
返し、論点などを確認しておくこと。
●評価方法
平常点、発表、小レポート、期末レポートなどにより総合的に評価する。
●受講生へのコメント
近現代の史料を、まずは活字のものから読んでもらい、分析や論述の基礎となるような史料の読み方を学び取ってくだ
さい。あわせて戦時下の生活や社会の実態にも触れてほしいと思います。意欲的な参加を期待しています。
●参考文献・教材
・藤原彰・功刀俊洋編『資料日本現代史8満洲事変と国民動員』（大月書店、1983年）
・粟屋憲太郎・小田部雄次編『資料日本現代史9二・二六事件前後の国民動員』（大月書店、1984年）
・吉田裕・吉見義明編『資料日本現代史10日中戦争期の国民動員①』（大月書店、1984年）
・伊香俊哉・吉田裕・吉見義明編『資料日本現代史11日中戦争期の国民動員②』（大月書店、1984年）
・赤澤史朗・北河賢三・由井正臣編『資料日本現代史13太平洋戦争下の国民生活』（大月書店、1985年）
以上のほか、基本文献や論文にについては授業のなかで随時、提示する。

授業科目名

科目NO.

日本史演習Ⅰ

LAJPH3301

授業コード

L212110010
単位数

Seminar in Japanese HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

演習

磐下 徹

2単位

●科目の主題
日本古代法制史料の講読
●到達目標
『類聚三代格』を素材に、史料の性質に即した読解・考察力を身につける
●授業内容・授業計画
第1回 ガイダンス
第2回 『類聚三代格』解題
第3回 発表①『類聚三代格』読解1
第4回 発表②『類聚三代格』読解2
第5回 発表③『類聚三代格』読解3
第6回 発表④『類聚三代格』読解4
第7回 発表⑤『類聚三代格』読解5
第8回 発表⑥『類聚三代格』読解6
第9回 発表⑦『類聚三代格』読解7
第10回 発表⑧『類聚三代格』読解8
第11回 発表⑨『類聚三代格』読解9
第12回 発表⑩『類聚三代格』読解10
第13回 発表⑪『類聚三代格』読解11
第14回 まとめ
＊なお、学修効果を高めるため、受講者の状況に応じて計画は変更されることもある。
●事前・事後学習の内容
本講義でとりあげる『類聚三代格』の条文は事前に指示しておくので、毎回該当条文に目を通し、読み下しておくこと
（分からない言葉などは辞書類で確認しておくこと）。
事後は、報告・議論の内容や教員の補足説明を振り返りながら、条文の内容を正確に把握するようにしておくこと。
講義で紹介された参考文献に、各自の判断で適宜目を通しておくこと。
●評価方法
平常点で評価。
発表内容（70％）と発表回以外の授業参加態度（30％）で判定する。
●受講生へのコメント
この演習でとりあげる『類聚三代格』は、古代史研究に必要な史料読解力を身につけるのには好適な史料である。
ここで身につけた力は他時代の研究にも役立つものなので、意欲的に参加してほしい。
なお、第1回に報告順などを決めるので、必ず出席するように。
●参考文献・教材
新訂増補国史大系『類聚三代格』（吉川弘文館）
吉田孝「類聚三代格」（『国史大系書目解題 上巻』吉川弘文館、1971年）
その他、必要に応じてプリント等を配布

授業科目名

科目NO.

日本史演習Ⅱ

LAJPH3302

授業コード

L212120010
単位数

Seminar in Japanese HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

演習

仁木 宏

2単位

●科目の主題
中世大阪都市論
中世の大阪（大阪平野、あるいは摂津・河内・和泉の意。上町台地先端の局所的な地名である「大坂」ではない）に
展開したさまざまな都市を個別に解明するとともに、都市群のネットワーク構造を分析し、また近世への移行について論
じる論文を輪読する。
①中世においてもっとも都市の密度が高かった大阪において、それらの都市を結ぶネットワークのあり方を明らかにす
るとともに、大坂本願寺寺内町を中心として都市編成が生じていたことを確認する。また大阪の城下町の歴史的意義につ
いてもふれる。
②摂津（渡辺、茨木、富松、淡河（播磨東端で兵庫に至近））、和泉（堺、岸和田）の複数の都市をとりあげ、港町、
城下町などの個別都市の性格を実証的に分析する。それぞれの都市がもつ個性と普遍性を通じ、大阪の都市の特徴や重要
性を解明する。
③豊臣（羽柴）秀吉の大坂城・大坂城下町建設にいたる歴史過程を、大阪における中世都市からの継承・発展の側面か
ら論じる。大坂寺内町を中心とする都市機能の蓄積、集中が「大坂」の地政的な地位を高め、それが秀吉の「首都」政策
を導いたとする。

●到達目標
中世大阪は、山城国において首都京都とその近郊の都市からなる都市群（大山崎、八幡、宇治など）とならぶ存在であったが、
従来、都市史研究の対象となることはほとんどなかった（山城の都市群については脇田晴子氏の研究が著名）。大阪の都市史が
単なる「一地方」の都市の歴史ではなく、中世都市を分析するために重要であり、近世への時代の変化を物語る上で必須の要素
であることを確かめてゆきたい。
この授業では、中世大阪にかかわる一連の論攷を素材にして、参加者全員がさまざまな角度からそれらを読解する。報告とディ
スカッションを通じて専
●授業内容・授業計画
班にわかれて、順番に報告してもらう。班内で十分議論して、その成果を発表するようにする。
第１回 ガイダンス
第２回 戦国期摂河泉都市のオリジナリティ
第３回 摂津・河内の都市と交通
第４回 戦国期大阪と山城（やまじろ）
第５回 渡辺津と「寺内之浦」
第６回 「守護所」茨木と茨木氏
第７回 都市としての富松
第８回 淡河市場の楽市制札
第９回 荘・浦から都市堺へ
第１０回 岸和田古城から岸和田城下町へ
第１１回 河内国と三好長慶
第１２回 高山右近と畿内社会
第１３回 豊臣期大坂城下町の歴史的位置
第１４回 16世紀大阪都市論
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
担当班は、当該テキストの内容紹介、論点と問題点の析出をおこない、レジメにまとめて報告する。それ以外の受講生
はテキストの読み込みをおこなってくる。
事後には、レジメ内容の再検証をおこない、次回の報告機会にむけて反省点をまとめる。
●評価方法
授業における報告、授業中の発言をもとに評価する。
●受講生へのコメント
身近な大阪の町まちをとりあげる。中世都市を理解することは簡単ではないが、参加者全員で議論しながら進めてゆき
たい。
●参考文献・教材
教材は、プリントを配布する。参考文献は、授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

日本史演習Ⅲ

LAJPH3303

授業コード

L212130010
単位数

Seminar in Japanese HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

塚田 孝

2単位

●科目の主題
近世都市史演習。
●到達目標
近世都市史について、受講生各自が興味を持つテーマを設定し、そのテーマについて研究史を調べ、史料にもとづいた報告を
行うという形式で授業を進める。これにより、近世史研究の方法の修得をめざす。
●授業内容・授業計画
テーマ設定は、大坂町触の中で興味をもったもの数個を選択する形で行う。その町触が問題としている諸事象をテーマ
とし、各テーマを2～3名のグループで担当する。各グループが、次の3段階に従って、ほぼ3回の報告を行う。第1ステッ
プは、基本町触の正確な理解。第2ステップは、その町触の内容がどのように論じられてきたか。第3ステップは、関連町
触の網羅的な検討。
第１回 町触とは何か、および方針説明、グループ分け
第２回 近世大坂の支配と町の仕組み
第３回 町触報告①
第４回 町触報告②
第５回 町触報告③
第６回 町触報告④
第７回 研究史報告①
第８回 研究史報告②
第９回 研究史報告③
第１０回 研究史報告④
第１１回 総合報告①
第１２回 総合報告②
第１３回 総合報告③
第１４回 総合報告④
●事前・事後学習の内容
事前に各班で担当する史料について、現代語訳、内容理解を集団的に準備・議論し、またそのテーマに関する先行研究
を調べて、レジュメにまとめる。それを授業で発表して討論し、他班の作業などと突き合わせ、理解を深め、レジュメの
修正版を作成する。次回の報告の際、その回の報告レジュメとともに前回のレジュメ修正版も配布する。
●評価方法
授業における発表と最終レポートで総合的に評価する。
●受講生へのコメント
グループでの事前準備がたいせつ。
●参考文献・教材
テキスト プリント配布。
参考書 塚田孝『近世大坂の都市社会』吉川弘文館、2006年。『大阪市史』第1～5巻、清文堂より復刻版。

授業科目名

科目NO.

日本史演習Ⅳ

LAJPH3304

授業コード

L212140010
単位数

Seminar in Japanese HistoryⅣ
授業形態

担当教員名

演習

佐賀 朝

2単位

●科目の主題
「近現代地域社会史の調査・研究」というテーマのもと、大阪府南部の和泉市域に残された近現代の地域史料を素材と
して共同研究を進める。
●到達目標
多様な形態の近代史料を読み解き、分析する力を鍛えることを目ざす。
●授業内容・授業計画
この授業では、毎年秋に日本史研究室が行なっている和泉市教育委員会との合同調査（「地域の歴史的総合調査」）に
よって発見された史料をテキストとしたい。近年あるいは今年秋に実施される合同調査で発見された史料を素材として、
4つ程度の班（グループ）にわかれて史料の解読や分析作業を進め、中間発表をくり返しながら共同研究の成果を論文な
どの形式でまとめることを目ざす。
必要に応じて、『和泉市の歴史 地域叙述編』などの関係文献・論文の分担報告なども織り込む。
第１回 ガイダンス
第２回 関連論文・文献報告（その1）
第３回 関連論文・文献報告（その2）
第４回 1班第1回報告
第５回 2班第1回報告
第６回 3班第1回報告
第７回 4班第1回報告
第８回 1班第2回報告
第９回 2班第2回報告
第10回 3班第2回報告
第11回 4班第2回報告
第12回 1班第3回報告
第13回 2班第3回報告
第14回 3班第3回報告
第15回 4班第3回報告
●事前・事後学習の内容
この授業では、各班の受講生が中間報告を繰り返しながら最終共同論文作成を進めていくので、毎回の報告後、教員や
他班の受講生からのコメントを整理、検討して次の報告の課題設定や内容に反映させるなど、事前・事後学習を継続的に
行うことになる。
●評価方法
出席、中間発表、成果報告などにより総合的に評価する。
●受講生へのコメント
生の地域史料に触れ、人びとの生活や地域社会の歴史を復元する作業に共同で取り組みます。共同研究作業の楽しさを
体感してください。しんどいことも少なくありませんが、意欲的な参加を期待しています。
●参考文献・教材
・和泉市史編さん委員会『和泉市の歴史1横山と槙尾山の歴史』（和泉市、2005年）
・和泉市史編さん委員会『和泉市の歴史2松尾谷の歴史と松尾寺』（和泉市、2008年）
・和泉市史編さん委員会『和泉市の歴史3池田谷の歴史と開発』（和泉市、2011年）
・和泉市史編さん委員会『和泉市の歴史4信太山地域の歴史と生活』（和泉市、2015年）
以上のほか、授業のなかで随時、提示する。

授業科目名

科目NO.

考古学演習

LAJPH3305

授業コード

L212150010
単位数

Seminar in Archaeology
授業形態

担当教員名

演習

岸本 直文

2単位

●科目の主題
考古学を専攻しようとする者であるかないかを問わず、受講者の関心のある歴史のテーマに即して、考古学的な課題を
設定し、先行研究から考古学の成果を学ぶ。自分の研究テーマに考古学の成果を活かす基本を身につけることが主題であ
る。
●到達目標
先行研究を調べ主要な論文を読み、咀嚼し整理・発表する。その内容について参加者で討論し、そのなかから次回の発表につ
いて考えていく。これを重ねることで、テーマについての理解を深めるとともに、研究の現状を把握し、自分なりの論点を見いだす
ことを目標とする。
●授業内容・授業計画
参加人数によるが、2～3回程度の発表を予定している。1人30分の発表、15分の質疑を行い、1回に2人を基本とする。理
解に必要な図や表・写真を含めた資料を準備すること。
第１回 各自の興味関心にもとづくテーマ設定と文献紹介を行う。
第２回 受講者の発表1回目(1)
第３回 受講者の発表1回目(2)
第４回 受講者の発表1回目(3)
第５回 受講者の発表1回目(4)
第６回 受講者の発表1回目(5)
第７回 受講者の発表1回目(6)
第８回 2回目の発表について相談し指導を行う
第９回 受講者の発表2回目(1)
第１０回 受講者の発表2回目(2)
第１１回 受講者の発表2回目(3)
第１２回 受講者の発表2回目(4)
第１３回 受講者の発表2回目(5)
第１４回 受講者の発表2回目(6)
第１５回 レポートについて相談し必要な指示を行う
●事前・事後学習の内容
発表は、特定の論文1本だけを単に紹介するのでなく、重要ないくつかの論文を選び、現在の研究状況の把握するよう
に心がけ準備してほしい。資料作成にあたっては、考古学は図が半分と考え、理解に必要な図表等を準備すること。また、
発表時の質疑をふまえ、自分の選択したテーマの研究状況をさらに正確に捉えることを心がけ、発表後ただちに次に取り
組むべき課題を整理し、それにしたがって次回の発表の準備に進むこと。
●評価方法
発表内容を中心に、質疑への積極的な参加を加味し、レポートを含め総合的に評価する。
●受講生へのコメント
各自のテーマについては、相談の上決めるが、日本史・世界史を問わないし、時代も自由である。また、設定が難しい
場合は、論文をこちらが指定することもある。
●参考文献・教材
各自に対して事前に参考文献を紹介する。

授業科目名

科目NO.

日本史特講Ⅰ

LAJPH3306

授業コード

L212160010
単位数

Problems in Japanese HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

講義

谷 直樹

2単位

●科目の主題
「近世建築の生産組織と技術」
●到達目標
江戸時代の城郭や寺社造営に活躍した中井大和守正清とその子孫の事績を取り上げ、国宝指定の建築作品と、重要文化財
「大工頭中井家関係資料」の２つの資料群から、この課題に迫る研究方法を理解することを目標とする。
●授業内容・授業計画
江戸幕府の京都大工頭を世襲した中井家歴代の事績を、建築作品、建築指図、作事組織、大工支配の資料で跡付け、近
世における公儀作事や職人支配を学ぶ。また建築遺構の踏査や失われた建築の復元から中井家の建築作品を理解し、併せ
て資料の保存と展示公開について考える。
第１回：日本建築史の研究方法 建物遺構の評価 様式研究 復原研究 空間研究、建築生産史
第２回：法隆寺大工の伝統と中井正吉・中井正清父子
第３回：中井大和守正清の城郭作事と大工支配
第４回：中井大和守正清と大坂の陣 そして大坂城の復興
第５回：中井役所の成立過程
第６回：3代中井正知による中井家文書の整理と保管について
第７回：畿内大工の編成と変容—農村大工組と都市大工組
第８回：江戸時代の城郭作事と内裏作事 設計図と丁場割について
第９回：江戸時代の寺社作事 積算技術と入札制度について
第１０回：建築絵図—指図・縱地割図・起こし絵図
第１１回：中井家指図による失われた建築の復元
第１２回：中井家文書の保存・修復と博物館の役割
第１３回：中井家造営による現存建築作品 その文化財指定
第１４回：中井大和守の建築作品臨地講義
定期試験は実施しない
●事前・事後学習の内容
事前の学習として、建造物の基礎（規模、平面、構造、外観、内部空間、細部意匠、部材の名称）、図面の種類（平面
図、立面図、断面図、起こし絵図）、建築用語などが理解できるようにしておくこと。また、大阪府下の国宝（住吉大社
本殿、桜井神社拝殿、観心寺金堂、慈眼院多宝塔、孝恩寺観音堂）、重要文化財（大阪城の櫓、四天王寺六時堂など）の
指定文化財を見学に行って、建物の解説文と対照させて、その内容が理解できるようにしておくこと。また、本講義の中
心テーマである中井家歴代の現存作品（例えば、名古屋城の櫓、二条城二の丸御殿、京都御所、仁和寺金堂、東寺五重塔、
知恩院三門、上賀茂神社、下鴨神社、長谷寺本堂など）も、事前・事後に現地で見ておくこと（講義の中で、現地見学も
予定している）。
●評価方法
学期末レポートによって評価する（100％）。
●受講生へのコメント
建築史の研究は建造物の理解が前提である。今回は、講義の進展に合わせて、適宜現地見学（土日祝日の可能性が大き
い）を行うので、日程の確認を怠らないように注意すること。
●参考文献・教材
テキスト
谷直樹『中井家大工支配の研究』（思文閣出版、1992年） 谷直樹編著『大工頭中井家建築指図集—中井家所蔵分—』（思文閣
出版、2003年） 谷直樹編著『世界遺産をつくった大工棟梁—中井大和守の仕事』 （大阪市立住まいのミュージアム＋住宅総合研
究財団，2008年）
参考書・参考資料等
谷直樹編著『天下人の城大工—中井大和守の仕事』（大阪市立住まいのミュージアム，2015年） 谷直樹編著『中井大和守の建
築指図』（大阪市立住まいのミュージアム，2016年）

授業科目名

科目NO.

日本史特講Ⅱ

LAJPH3307

授業コード

L212170010
単位数

Problems in Japanese HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

講義

菱田 哲郎

2単位

●科目の主題
考古学からみた手工業生産と日本の国家形成
●到達目標
日本列島の国家形成期に関する考古学研究の最新成果を学ぶとともに、考古学のアプローチの特性について理解すること
●授業内容・授業計画
日本列島の国家形成において重要な変化があった５世紀から８世紀について、考古学の成果から読み解くことを目的と
している。とりわけ考古学によるアプローチが容易な手工業の分野を基軸に据え、他の分野の変化とあわせて、立体的に
地域の動向を俯瞰する見方を講義する
第１回：序 考古学と歴史 —その協働と相克の歴史から
第２回：５世紀における手工業生産の変化
第３回：大規模生産地の配置とウチツクニの形成
第４回：王宮・豪族居館の展開と手工業生産・カミマツリ
第５回：６世紀の手工業生産と地域の変化
第６回：考古学からみた部民制
第７回：地域の開発と屯倉
第８回：７世紀における手工業生産の変化
第９回：仏教寺院の成立と瓦生産
第１０回：推古朝の文明開化とその波及
第１１回：評・郡の成立と地域社会の変化
第１２回：奈良時代の手工業生産の変化
第１３回：国・郡と生産・宗教
第１４回：結 手工業生産の諸画期と国家の形成
定期試験
●事前・事後学習の内容
事前に配布する資料を熟読しておくこと。
授業中に紹介した資料を読む、あるいは資料館を訪れて見学すること。
●評価方法
学期末試験（80％）、授業期間中に課す小レポート（20％）
●受講生へのコメント
考古学に関する概論等の授業や日本古代史についての授業をあわせて受けることがのぞましい。
●参考文献・教材
テキスト
菱田哲郎『古代日本 国家形成の考古学』（諸文明の起源14、京都大学学術出版会、2007年）
参考書・参考資料等
菱田哲郎『須恵器の系譜』（「歴史発掘」10巻、講談社、1996年） 大津透ほか編『岩波講座 日本歴史』１（岩波書店、2013年）
岸本直文編『史跡で読む日本の歴史』２（古墳時代、吉川弘文館2010年） 上原真人ほか編著『人と物の移動』（列島の古代史4、
岩波書店、2005年）

授業科目名

科目NO.

日本史特講Ⅲ

LAJPH3308

授業コード

L212180010
単位数

Problems in Japanese HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

佐賀 朝

2単位

●科目の主題
「日本史研究上の諸問題」と題して、日本史コース3回生が、次年度の卒業論文作成に向けて日本史の研究論文を読み、
批判的に理解する力を養うとともに、自らテーマを考え、絞り込んでいく場とする。
●到達目標
卒業論文の作成を念頭において、各時代・分野の最新の研究状況をフォローするとともに、先行研究を正確に理解し、自らの課
題との関係を意識して、内在的・批判的に論文を読み解き、そこから学ぶことをめざす。
後期終了までに、基本的な卒論テーマないしは取り上げる領域・分野を固めることを目ざす。
●授業内容・授業計画
まず、これまでに活字になった先輩たちの卒業論文のいくつかを取り上げ、受講生とともに輪読する形で、卒論とは何
かを学ぶ。
その後、卒業論文作成に向けて、受講生の関心にしたがった研究上の諸問題を取り上げ、受講生による関連文献の要約
と批判的コメントを中心とした報告を重ねる。各報告をめぐって受講生全員で討論し、問題意識を深め、卒業論文に備え
る。
第１回 卒論とは何か―史料と問題意識
第２回 刊行された卒論に学ぶ①考古学
第３回 刊行された卒論に学ぶ②古代
第４回 刊行された卒論に学ぶ③中世
第５回 刊行された卒論に学ぶ④近世
第６回 刊行された卒論に学ぶ⑤近現代
第７回 受講生による先行研究の整理・検討報告①
第８回 受講生による先行研究の整理・検討報告②
第９回 受講生による先行研究の整理・検討報告③
第10回 受講生による先行研究の整理・検討報告④
第11回 受講生による先行研究の整理・検討報告⑤
第12回 受講生による先行研究の整理・検討報告⑥
第13回 受講生による先行研究の整理・検討報告⑦
第14回 受講生による先行研究の整理・検討報告⑧
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
受講生は、各自の関心と課題設定に沿って、取り上げるべき先行研究を随時、収集し精読しながら報告の準備を行うと
ともに、報告後も次の報告や学期末の最終レポートに向けて研究史整理と課題の模索を継続的に行うこととする。
●評価方法
授業での報告と最終レポートで総合的に評価する。
●受講生へのコメント
この授業は、日本史コースの4回生が取り組む卒業論文につながるものである。卒論とはどういうものなのか、卒論を
通じて何を明らかにしたいか、じっくり考える機会にしてほしい。
●参考文献・教材
プリント等を適宜、配布する。参考文献等は、授業や個別指導のなかで随時、提示する。

授業科目名

科目NO.

日本史特講Ⅳ

LAJPH3309

授業コード

L212190010
単位数

Problems in Japanese HistoryⅣ
授業形態

担当教員名

講義

飯田 直樹

2単位

●科目の主題
「近代大阪における社会事業の歴史」というテーマのもと、生活困窮者救済のために活動した様々な社会事業施設の歴
史を、各施設が所蔵している一次史料などにもとづいてふり返るとともに、そこに記録されている都市民衆の生活実態に
ついても紹介する。
●到達目標
大阪における各社会事業施設の歴史研究は、個々ばらばらに行われてきた観がある。しかし、この授業では、同時代、あるいは
異なる時代の施設同士を比較することによって、各施設の特徴や限界、そして社会事業全体の動向や趨勢、さらにはそれを深部
で規定するもの（民衆の生活や運動）について理解することをめざす。
●授業内容・授業計画
前半では、主に警察が主導して設立・運営した社会事業をとりあげ、その事業の特徴や限界などを説明する。後半では、
大正7年（1918）の米騒動後に創設された大阪府方面委員制度（現民生委員制度の前身）を主にとりあげ、委員となった
人物が残した手帳などを紹介しながら、その活動の特徴などを説明するとともに、米騒動前に社会事業の主流であった警
察事業の変化についても説明したい。
1．近代大阪社会事業史の現状と課題―導入
2．明治期の侠客慈善事業と宗教的慈善事業―小林授産場・博愛社・大阪汎愛扶植会・大阪養老院―
3．済生勅語発布と警察社会事業の開始
4．警察社会事業のモデル―石井記念愛染園―
5．警察社会事業の事例(1)―徳風小学校と有隣小学校―
6．警察社会事業の事例(2)―財団法人弘済会―
7．警察社会事業の事例(3)―大阪自彊館―
8．警察社会事業の事例(4)―大阪府立修徳館と武田塾―
9．警察社会事業の周辺―大阪毎日新聞慈善団―
10．小河滋次郎と大阪の社会事業家たち
11．米騒動と大阪府方面委員制度の創設
12．方面委員の活動実態―田中半治郎を事例にして―
13．米騒動後の警察社会事業の隣保事業化
14．内鮮協和会と在日朝鮮人
15．総括
●事前・事後学習の内容
村嶋歸之（むらしまよりゆき）の連載記事「大阪の社会事業昔話（ばなし）」が、大阪の社会事業史全体をイメージす
るのに便利である。参考文献にあげた『新聞社会事業と人物評論』（柏書房、2005年）に掲載されているので、授業前に
該当箇所を読んでおくとよい。講義では、前回までに取り上げた施設と比較することが多くなるため、事後学習も重要で
ある。授業後にそれまでにとりあげた施設同士の比較を自分なりにしながら、各施設に対する理解を深めてほしい。
●評価方法
平常点、レポートなどにより総合的に評価する。
●受講生へのコメント
授業で取りあげる施設の多くは現在も大阪で社会福祉法人として活動しています。あなたの今後の人生の、出産や育児、
入院や介護といった局面で利用するかもしれません。こう考えると、この授業の内容が身近な問題として感じられるので
はないでしょうか。
●参考文献・教材
・池田敬正『日本社会福祉史』（法律文化社、1986年）
・津金澤聰廣・土屋礼子編『新聞社会事業と人物評論』（村嶋歸之著作選集 第5巻）（柏書房、2005年）
・佐賀朝『近代大阪の都市社会構造』（日本経済評論社、2007年）
・広川禎秀編『近代大阪の地域と社会変動』（部落問題研究所、2009年）
・松沢裕作『生きづらい明治社会：不安と競争の時代』（岩波ジュニア新書、2018年）
・特別展『100周年記念 大阪の米騒動と方面委員の誕生』図録（大阪歴史博物館、2018年）
以上のほか、授業のなかで随時、提示する

授業科目名

科目NO.

考古学実習

LAJPH3209

授業コード

L212200010
単位数

Practice in Archaeology
授業形態

担当教員名

実習

岸本 直文

2単位

●科目の主題
考古学の基本技術として、遺物実測の基本を習得する。
●到達目標
遺物の実物観察の基礎を身につけ、それを図化して資料化する基本技術を身につけることを目標とする。
●授業内容・授業計画
大学が保管する実物の石器・土器等の考古資料を観察・整理しながら、石器や土器の実測を行う。またこれ以外に、古
墳の測量調査を行うことがある。
第１回 土器の観察とスケッチ
第２回 写真撮影(1)
第３回 写真撮影(2)
第４回 打製石器の実測(1)
第５回 打製石器の実測(2)
第６回 磨製石器の実測(1)
第７回 磨製石器の実測(2)
第８回 完形土器の実測(1)
第９回 完形土器の実測(2)
第１０回 完形土器の実測(3)
第１１回 完形土器の実測(4)
第１２回 完形土器の実測(5)
第１３回 土器の破片資料の実測(1)
第１４回 土器の破片資料の実測(2)
第１５回 拓本
●事前・事後学習の内容
毎回の時間に熱心に取り組み、また課題を仕上げることがなにより大切である。日頃からスケッチを描いたり、これは
と思う対象をうまく撮影したり、メモを含め、対象物を捉え記録する姿勢を養うこと。また、毎回後、見本となるものと
自分の図を比べ、より丁寧な線描や表現能力に近づける見直しをしてほしい。
●評価方法
出席および各課題で仕上げられた図面による。
●受講生へのコメント
作業空間や道具類の数量、また実習という性格から、10名程度しか受け入れられない。また、進捗状況をそろえる必要
があり、毎回の課題について、区切りのつくまで延長して仕上げてもらう。
●参考文献・教材
必要なものは、適宜、プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

LAJPH3210

授業コード

大阪の歴史演習

L212210010
単位数

Seminar in History of Osaka
授業形態

担当教員名

演習

岸本 直文、磐下 徹、仁木 宏、塚田 孝、佐賀 朝

2単位

●科目の主題
大阪の歴史とその魅力の発信に関心をもつみなさんを対象に、大阪の歴史について理解を深めてもらい、またガイドプ
ログラムを作成するトレーニングを行う。この科目は、文学部が提供する履修証明プログラム《大阪文化ガイド＋》の選
択科目である。
●到達目標
大阪の歴史について、自身の関心に即して具体的な対象を選び、そのガイドプログラムの作成という実践的演習を通して、確か
な知識や理解にもとづく発信能力の向上を目標とする。また履修者の発表を通して、大阪の歴史についての理解やさまざまな歴
史遺産の魅力を相互に学びあうものとしたい。
●授業内容・授業計画
履修者が対象とする地域や歴史遺産について、一定のコースを設定し、見学地の概要や魅力を説明し、他者に伝えるプ
レゼンテーションに取り組む。前半では、それにむけて、コースのテーマ設定、個々の見学地の歴史的な概要を整理する
発表を行う。最終的には、プレゼンテーションの内容をガイドプログラム企画書にまとめる。
第1回 4月10日 ガイダンス 5回の現地見学およびガイドプログラムの作成について説明する。
第2回 4月17日 ガイドプログラムの構想発表（全員）
第3回 4月21日（日）現地見学 大阪の歴史Ⅱ（古代）4月24日分振り替え
第4回 4月27日（土）現地見学 大阪の歴史Ⅰ（考古）5月8日分振り替え
第5回 5月11日（土）現地見学 大阪の歴史Ⅲ（中世）5月22日分振り替え
第6回 5月15日 履修者による第1回発表（１）
第7回 5月29日 履修者による第1回発表（２）
第8回 6月1日（土）現地見学 大阪の歴史Ⅳ（近世）6月5日分振り替え
第9回 6月12日 履修者による第1回発表（３）
第10回 6月15日（土）現地見学 大阪の歴史Ⅴ（近代）6月19日分振り替え
第11回 6月26日 履修者によるガイドプログラムのプレゼンテーション（１）
第12回 7月3日 履修者によるガイドプログラムのプレゼンテーション（２）
第13回 7月10日 履修者によるガイドプログラムのプレゼンテーション（３）
第14回 7月24日 履修者によるガイドプログラムのプレゼンテーション（４）
●事前・事後学習の内容
前期の授業期間を通してひとつのガイドプログラムを作成するため、計画的に文献を収集したり、現地を訪れたりする
など、より理解を深めるための準備を継続的に進めてほしい。また、発表に際しての履修者からの意見などをふまえ、不
確かな点の確認など、課題を整理した上で次の準備に臨む。
●評価方法
出席（45点）＋現地見学レポート（15点）＋ガイドプログラム企画書（40点）
●受講生へのコメント
現地見学（博物館等の施設見学を含む場合がある）は、いずれも13時集合とし、16時ないし17時までに範囲で実施する。
移動のための交通費や見学地の入館料が発生する場合、いずれも自己負担である。雨天の場合、予定を変更し、博物館等
の施設見学が中心となる場合がある。
演習であるため、履修許容数を15名とする。履修証明プログラム履修者を優先し、学部生の履修希望者が多い場合は
抽選とする。
●参考文献・教材
とくになし

授業科目名

科目NO.

LAGEN2101

授業コード

世界史基礎講読

L213010010
単位数

Basic Reading in World History
授業形態

担当教員名

演習

平田 茂樹、北村 昌史、草生 久嗣、野村 親義

2単位

●科目の主題
本講の目的は、世界各国の大学が学部生向けの世界史教科書として採用しているウイリアム・マクニールの『世界史』
を参照しながら、主に世界史学教室初年次学生に、大学での世界史学習の見取り図を提示することである。なお本講は、
マクニールの『世界史』が採用する各々の時代・地域区分を、世界史学教室所属教員各々が自身の専門に基づきつつ、オ
ムニバス形式で授業を行う。
●到達目標
世界史学習上の見取り図を習得し、より専門的な時代別・地域別・テーマ別世界史学習への準備を行う。
●授業内容・授業計画
世界で40年以上にわたり読み続けられているマクニールの『世界史（上）（下）』（中公文庫）は、人類の歴史を太古
以降現代まで三つの時代に区分し、これら三つの時代区分を通じ「発達した技術を持つ（魅力的な）複合社会」からなる
いくつかの文明がどのように変遷してきたかを分析している。第一の時代区分である紀元前500年以前の時代は、農耕技
術や鉄、文字などの発達を通じ中東の古代オリエント文明やその影響を受けた中国、インド、ギリシャに文明が誕生した
時代である。ユーラシアの中央に生起した蛮族が諸文明を撹乱することで始まった紀元前500年から紀元1500年までの第
二の時代区分は、ギリシャ・ローマ・東西ヨーロッパ、インド、中国の諸文明が各々の文明を成熟させるとともに、新た
に生じたイスラム文明が旧来からの諸文明と勢力を均衡させた時代であった。紀元1500年から現代までの第三の時代区
分は、民主革命と産業革命の果実を通じ西ヨーロッパがそれまでの諸文明均衡の時代を破り、他文明社会のありようを変
容させた時代である。
具体的な授業プランは以下の通り。なお、各回の授業内容の仔細については、第1回に配布する資料を参照のこと。
第 1回 草生 ガイダンス
第 2回 草生 書物としてのマクニール『世界史』 （1）
第 3回 草生 書物としてのマクニール『世界史』 （2）
第 4回 草生 書物としてのマクニール『世界史』 （3）
第 5回 平田 東アジアの古代：専制国家体制の確立
第 6回 平田 東アジアの中世：封建社会への傾斜
第 7回 平田 東アジアの近世：庶民の台頭と国際交易の展開
第 8回 野村 大航海時代とアジア
第 9回 野村 アジアの近代と植民地支配
第10回 野村 独立、そして「アジアの奇跡」
第11回 北村
近代以降の西ヨーロッパと諸文明——辺境から中核へ：16〜18世紀
第12回 北村 コレラの世界史——病気からみた世界の一体化とヨーロッパ社会の変化：19世紀
第13回 北村 モダニズム建築と大阪市立大学の学舎——1920年代欧米建築の新潮流と日本：20世紀
第14回 平田・野村・草生・北村
実習：歴史史料としての文書・絵画・地図・図面・建物
●事前・事後学習の内容
マクニールの『世界史』ならびに、授業時各教員が指示する文献を熟読すること。
●評価方法
各教員に提出する小レポート（教員ごとにA4で2枚‐計10枚：成績評価の100％）
●受講生へのコメント
受講生は、授業出席前にマクニールの『世界史』を熟読するとともに、各回の授業後、教員が指示する参考文献を参照
することが求められる。
なお本科目では初回から講読に入るので、受講生は生協書籍部で教材（マクニール『世界史（上）（下）』中公文庫）
を購入の上、必ず以下の個所を熟読して初回授業に臨むこと。
『世界史（上）』「序文」35-38頁。
『世界史（上）』第Ⅰ部、41-45頁。
『世界史（上）』第Ⅱ部、207-211頁。
『世界史（下）』第Ⅲ部、35-40頁。
●参考文献・教材
教材：ウイリアム・マクニール『世界史（上）（下）』中公文庫、2008年。
参考文献：山川出版社『詳説世界史』および、講義ごとに担当教員が指示する文献。

授業科目名

科目NO.

東洋史基礎講読

LAWHE3201

授業コード

L213020010
単位数

Basic Reading in Oriental History
授業形態

担当教員名

演習

平田 茂樹

2単位

●科目の主題
諸子百家選読。
●到達目標
春秋戦国時代にかけて活躍した思想家たちは、それぞれ異なる考え方を主張し、諸子百家と呼ばれている。これらの考えは今
日の中国の伝統文化の基礎を形作っており、中国を知る上では不可欠なものである。今回は諸子百家を選読することにより、古代
中国の人々の生活や考え方を学ぶと共に、基礎的な漢文読解能力を身につけることを目指してゆく。
●授業内容・授業計画
諸子百家の文献を少しずつ読み進めて行く。
第１回 ガイダンス
第２回 『論語』選読
第３回 『論語』選読
第４回 『孟子』選読
第５回 『孟子』選読
第６回 『老子』選読
第７回 『老子』選読
第８回 『荘子』選読
第９回 『荘子』選読
第１０回 『韓非子』選読
第１１回 『韓非子』選読
第１２回 『孫子』選読
第１３回 『孫子』選読
第１４回
まとめ
●事前・事後学習の内容
毎回、授業で読む史料について予習を課します。授業終了後は、授業で指摘されたポイントを振り返り、漢文読解能力
を高めることに努める。
●評価方法
平常点(100％）
●受講生へのコメント
基礎的な漢文読解能力を身につけることを目指してゆきますので、毎回必ず出席し、課題に取り組むようにしてくださ
い。
●参考文献・教材
参考書：湯浅邦弘『諸子百家―儒家・墨家・道家・法家・兵家』（中公新書）
金谷治『論語』（岩波文庫）
白川静『孔子伝』（中公文庫）
金谷治『孟子』）（朝日文庫）
蜂屋邦夫『老子』（岩波文庫）
金谷治『荘子』（岩波文庫）
浅野裕一『孫子』（講談社学術文庫）
金谷治『韓非子』（岩波文庫）

授業科目名

科目NO.

LAWHE3202

授業コード

東洋史通論

L213030010
単位数

Outline of Oriental History
授業形態

担当教員名

講義

渡辺 健哉

2単位

●科目の主題
７世紀から現代に至るまでの中国を中心とする東部ユーラシアの歴史を学ぶ。狭義の中国史に限定せず、内陸アジア史
の視点も加えていく。その際、とくにその王朝ごとの政権の所在地である「都城」に焦点をあてて考察を深めていく。
●到達目標
内陸アジア史の文脈を加味した形での東部ユーラシアの歴史像を構想し、この地域に建設された都市・都城の特徴を説明でき
るようになる。
●授業内容・授業計画
講義形式により、当該時代の歴史と都城の特徴について説明をしていく。
第1回：東部ユーラシアと東アジアについて
第2回：東部ユーラシアの環境
第3回：唐の長安
第4回：北宋の開封
第5回：遼の上京とモンゴル高原の都城
第6回：南宋の臨安
第7回：金の上京と中都
第8回：モンゴル帝国とカラコルム
第9回：元の大都
第10回：元の中都・上都
第11回：明清の北京城
第12回：朝鮮半島の都城
第13回：現代の北京
第14回：まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：当該時代の概説書に目を通しておくこと。
事後学習：授業内で紹介した参考文献に目を通すこと。
●評価方法
授業内の小テスト（30％）と学期末のレポート（50％）、および平常点（20％）
●受講生へのコメント
講義の冒頭では必ずその時代の概説から始めます。そのため、世界史に自信がない学生あっても講義が理解できるよう
に配慮します。
●参考文献・教材
教科書は使用しない。
プリント配布する。
適宜、パワーポイントや動画等を利用する。
なお、参考書として、津田資久ほか〔編著〕『教養の中国史』（ミネルヴァ書房、2018年）がある。

授業科目名

科目NO.

世界史通論

LAGEN3202

授業コード

L213040010
単位数

Introduction to World History
授業形態

担当教員名

講義

野村 親義

2単位

●科目の主題
講義では、アンガス・マディソンらが構築した数量経済史研究の成果を踏まえ、19世紀から現代に至るアジア現代史の
動向を、昨今注目著しいインドに焦点を当てながら、論じます。
19世紀初頭、世界のGDPの6割近くを占めたアジアは、20世紀半ばにはその比率を2割程度まで大きく下落させました。
しかしその後、アジアの奇跡などを経、現在は19世紀に得ていた地位を回復しつつあります。本講義の目的は、アジアが
世界に占める経済的地位を大きく変化させてきた背景を、工業化、植民地化、帝国主義、ナショナリズム、開発政策など、
時々の世界の政治・経済・社会情勢に配慮しつつ、特にインドに焦点を当てながら、理解することにあります。
●到達目標
本講義の到達目標は、世界の注目著しいアジアの200年を、歴史を通じ理解する目を養うことにあります。
●授業内容・授業計画
本講は、以下の授業計画に基づいて、授業を進めます。なお、進捗状況により、授業計画が若干変更される場合があり
ます。
第１回 導入
第２回 アジアとはどこか
第３回 19世紀以前のアジア(1)－インド
第４回 19世紀以前のアジア(2)－中国・日本
第５回 比較対象としての19世紀以前のヨーロッパ
第６回 欧米の工業化とアジアの経済的の相対的地位低下
第７回 欧米の自由主義プロジェクトとアジアの植民地化
第８回 植民地支配下のアジアの経済(1)－貿易・金融
第９回 植民地支配下のアジアの経済(2)－製造業
第１０回 植民地支配下のアジアの経済(3)－労働
第１１回 植民地支配と独立運動
第１２回 独立と開発政策
第１３回 アジアの奇跡
第１４回 まとめ
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
復習をしっかりしてください。
●評価方法
期末試験で評価します（100％）。
●受講生へのコメント
昨今の日本の政治・経済・社会情勢は、アジア諸国の政治・経済・社会情勢と分かちがたく結ばれています。本講義を
通じ、アジア諸国、特に昨今注目著しいインドの現代史の理解を深めることで、日本の今後を考える上で重要なアジア諸
国の政治・経済・社会情勢をよりよく理解する一助としてもらえれば幸いです。
あわせて、現代をよりよく理解する上で、歴史を理解することがいかに重要であるかを感じ取ってもらえればより一層
幸いです。
●参考文献・教材
教科書はありません。適宜ビデオ等を利用します。

授業科目名

科目NO.

東洋史講読Ⅰ

LAWHE3203

授業コード

L213050010
単位数

Reading in Oriental HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

演習

平田 茂樹

2単位

●科目の主題
『宋史』列伝選読
●到達目標
『宋史』列伝を読み進めることを通じて、基本的な漢文読解能力を養うとともに、前近代中国社会がどのような社会であったかを
学ぶことを目指す。
●授業内容・授業計画
『宋史』列伝を順次読み進めていく。
第１回 宋代史概説
第２回 『宋史』列伝（１）
第３回 『宋史』列伝（２）
第４回 『宋史』列伝（３）
第５回 『宋史』列伝（４）
第６回 『宋史』列伝（５）
第７回 『宋史』列伝（６）
第８回 『宋史』列伝（７）
第９回 『宋史』列伝（８）
第１０回 『宋史』列伝（９）
第１１回 『宋史』列伝（10）
第１２回 『宋史』列伝（11）
第１３回 『宋史』列伝（12）
第１４回 『宋史』列伝（13）
●事前・事後学習の内容
受講生は毎回指定された箇所の史料について事前に十分に予習をして出席し、事後は授業での指摘を元に、自己の講読
の誤りについて修正し、きちんとした史料講読方法を学ぶ。
●評価方法
平常点(100%)
●受講生へのコメント
漢文読解能力は積み重ねによって身につくものですので、毎回予習、復習に努めるようにしてください。
●参考文献・教材
プリント配付。

授業科目名

科目NO.

東洋史講読Ⅱ

LAWHE3204

授業コード

L213060010
単位数

Reading in Oriental HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

演習

渡辺 健哉

2単位

●科目の主題
中国史研究の基礎となる漢文史料を、分担を決めて輪読形式で読み進め、文献史料の利用方法とそれを使った研究手法
を学んでいく。テキストには、13-14世紀の中国人が日本や朝鮮半島をどのように理解したのかを知るため、『元史』外
夷伝を用いる。
●到達目標
①漢文史料を読み解いていくことで、漢文の基礎的な読解力を身につけ、その性格を理解したうえで、研究に利用できるように
なる。
②アジア諸地域・諸民族の歴史と文化について理解を深め、その概要を説明できるようになる。
●授業内容・授業計画
文献の読解能力を養成しつつ、当時の東アジアの国際関係について理解を深める。
第1回：ガイダンス 正史について
第2回：講義 『元史』の編纂とその性格
第3回：講義 『元史』外夷伝の輪郭
第4回：史料読解 『元史』日本伝(1)
第5回：史料読解 『元史』日本伝(2)
第6回：史料読解 『元史』日本伝(3)
第7回：史料読解 『元史』日本伝(4)
第8回：史料読解 『元史』日本伝(5)
第9回：史料読解 『元史』高麗伝(1)
第10回：史料読解 『元史』高麗伝(2)
第11回：史料読解 『元史』高麗伝(3)
第12回：史料読解 『元史』高麗伝(4)
第13回：史料読解 『元史』高麗伝(5)
第14回：まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：講読箇所について予習をしておく。
事後学習：授業で理解できなかった点について改めて調べるとともに、整理しておく。
●評価方法
授業に取り組む姿勢（70％）、テキストの翻訳（30％）。
●受講生へのコメント
史料を的確に読む力を身につけることができます。また、当時の中国人が日本や朝鮮半島をどのように理解したのかに
ついて考えを深めてください。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

東洋史講読Ⅲ

LAWHE3205

授業コード

L213070010
単位数

Reading in Oriental HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

上野 雅由樹

2単位

●科目の主題
トルコ語で読むオスマン社会。
●到達目標
現代トルコ語の基礎的な読解能力を身につけるとともに、オスマン帝国社会に関する理解を深める。
●授業内容・授業計画
トルコ語文献を講読すべく、最初に基礎的な文法事項を学び、文章読解に必要な最低限の知識を習得する。その後、簡
単な文献の講読へと進む。扱うテーマは以下のようなものを予定しているが、進捗状況に応じて変更する。
第１回 トルコ語の発音と構文
第２回 名詞の基本的な形
第３回 名詞の語尾
第４回 動詞の基本的な形
第５回 時制
第６回 動詞の語尾
第７回 動名詞
第８回 寓話に見る社会
第９回 コーヒー文化の流入
第１０回 イスタンブルの教会
第１１回 クリミア戦争の日々
第１２回 トプカプ宮殿
第１３回 映画の導入
第１４回 地下鉄の導入
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習として、学期前半には各回、教材の指定箇所に一通り目を通し、学期後半には講読予定の内容を図書館等にあ
る辞書を使って予習すること。事後学習として、授業で扱った文法事項を復習し、習得に努めること。
●評価方法
授業への取り組み50パーセント、学期末の試験50パーセント。
●受講生へのコメント
トルコ語の知識は前提としません。テキストは適宜、配布します。
●参考文献・教材
参考文献
東京外国語大学トルコ語専攻編『トルコ語文法の基礎』東京外国語大学生活協同組合出版部、2007年。
竹内和夫『ポケット版トルコ語辞典』大学書林、1989年。
Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü (Istanbul: SEV Matbaacılık, 1999).

授業科目名

科目NO.

世界史講読

LAGEN3203

授業コード

L213080010
単位数

Reading in World History
授業形態

担当教員名

演習

野村 親義

2単位

●科目の主題
本演習の目的は、インド史の入門書と簡単な一次資料を用い、インド史で卒論を書こうとする学生に、論文執筆に向け
た準備を開始してもらうことにある。具体的には、授業の前半で、インド史の入門書メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケ
ンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006を輪読形式で読み進める。その後、受講生の関心に基づき、主に近現代インド
史に関する政府刊行一次資料を、輪読形式で読み進める。なお、近年では、Government of UK.(1931). Report of Royal
Commission of labour in India.などを輪読した。
●到達目標
インド史で卒論を書くことの意味と手続きについて、具体的なイメージを持つことを、到達目標とする。
●授業内容・授業計画
第１回 導入
第２回 メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006（１）
第３回 メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006（２）
第４回 メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006（３）
第５回 メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006（４）
第６回 メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006（５）
第７回 メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006（６）
第８回 メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006（７）
第９回 メトカーフ夫妻著『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』創土社、2006（８）
第１０回 政府刊行一次史料（１）
第１１回 政府刊行一次史料（２）
第１２回 政府刊行一次史料（３）
第１３回 政府刊行一次史料（４）
第１４回 政府刊行一次史料（５）
●事前・事後学習の内容
輪読形式ですので、受講生には一定程度課題があります。そのことをよく理解したうえ、受講するようにしてください。
●評価方法
平常点100％
●受講生へのコメント
インド史で論文を書くことの作法を体感してください。
●参考文献・教材
授業中に指示します。

授業科目名

科目NO.

東洋史演習Ⅰ

LAWHE3301

授業コード

L213090010
単位数

Seminar in Oriental HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

演習

上野 雅由樹

2単位

●科目の主題
近世オスマン帝国と西ヨーロッパ。
●到達目標
オスマン帝国は、近世の西ヨーロッパ世界にとって身近に存在し、異質と見なされた他者だった。この授業では、近世のオスマン
帝国と西ヨーロッパの関係に関する日本語と英語の論文を輪読し、両者の関係、そしてヨーロッパとは何かという問題に対する理
解を深める。あわせて、西アジア地域の社会に対する理解力を高めるとともに、研究論文を正確かつ批判的に読む力を身につけ
る。
●授業内容・授業計画
近世オスマン帝国と西ヨーロッパとの関係に関する日本語と英語の論文を輪読する。事前に決めた担当者が担当箇所の
内容を報告し、それをもとに疑問点を出し合う形で進める。取り上げる予定の論文で扱われているテーマは以下の通りで
はあるが、受講者の関心や議論の深まりに応じて変更する可能性がある。
第１回 ガイダンス
第２回 オスマンのヨーロッパ認識
第３回 在オスマン・西ヨーロッパ人の法的地位
第４回 商人
第５回 ユダヤ教徒移民
第６回 条約関係
第７回 カピチュレーション
第８回 カピチュレーションの変容
第９回 女性の移住者
第１０回 イスラーム改宗
第１１回 イベリア半島を逃れた人々
第１２回 ガラタ
第１３回 宣教師の流入
第１４回 オスマン人化した西ヨーロッパの人々
●事前・事後学習の内容
毎回の授業にあたっては報告者が取り上げる論文に事前に目を通して大まかな内容を確認し、演習後は当日の報告と質
疑の内容をもとに各自の理解を再確認して下さい。
●評価方法
演習形式の授業であるため、発表や議論など、授業への取り組みを総合的に評価します。
●受講生へのコメント
教材は適宜、配布します。地域にかかわらず歴史に関心のある受講生を歓迎します。
●参考文献・教材
参考文献として以下のものをあげる。
林佳世子『オスマン帝国500年の平和』講談社、講談社学術文庫、2016年。
Suraiya Faroqhi, The Later Ottoman Empire, 1603-1839 (Cambridge : Cambridge University Press , 2006).

授業科目名

科目NO.

東洋史演習Ⅱ

LAWHE3302

授業コード

L213100010
単位数

Seminar in Oriental HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

演習

渡辺 健哉

2単位

●科目の主題
前近代中国における史料の編纂に関する研究：前近代中国における史料にはさまざまな種類がある。ここでは、それら
の史料にどのようなものがあり、それがどのような過程を経て編纂されていくのかについて理解する。
●到達目標
モンゴル時代に蘇天爵（1294-1352）によって編纂された『元朝名臣事略』を講読することで、史料読解能力を養成しつつ、史料
がどのように編纂されていくのかについて理解を深める。
●授業内容・授業計画
文献の読解能力を養成しつつ、史料編纂の過程について理解を深める。
第1回：ガイダンス 資料と史料
第2回：講義 『元朝名臣事略』の性質について（１）
第3回：講義 『元朝名臣事略』の性質について（２）
第4回：史料読解 『元朝名臣事略』耶律楚材伝（１）
第5回：史料読解 『元朝名臣事略』耶律楚材伝（２）
第6回：史料読解 『元朝名臣事略』耶律楚材伝（３）
第7回：史料読解 『元朝名臣事略』耶律楚材伝（４）
第8回：史料読解 『元朝名臣事略』耶律楚材伝（５）
第9回：史料読解 『元朝名臣事略』郭守敬伝（１）
第10回：史料読解 『元朝名臣事略』郭守敬伝（２）
第11回：史料読解 『元朝名臣事略』郭守敬伝（３）
第12回：史料読解 『元朝名臣事略』郭守敬伝（４）
第13回：史料読解 『元朝名臣事略』郭守敬伝（５）
第14回：全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：講読箇所に目をとおしておく。
事後学習：復習をするとともに理解できなかった箇所を整理しておく。
●評価方法
授業に取り組む姿勢（70％）、テキストの翻訳（30％）。
●受講生へのコメント
漢文の基礎的な読解力を身につけることができます。また、史料編纂の過程を理解することで、リテラシーを身につけ
ることにつながります。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

東洋史演習Ⅲ

LAWHE3303

授業コード

L213110010
単位数

Seminar in Oriental HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

平田 茂樹

2単位

●科目の主題
『夷堅志』選読
●到達目標
南宋・洪邁 『夷堅志』を選読しながら、漢文のやや高度な読解能力を身につけるとともに、中国古代社会の生活がどのようなもの
であったかを理解する。
●授業内容・授業計画
『夷堅志』選読
第１回 宋代史概説
第２回 『夷堅志』甲志
第３回 『夷堅志』甲志
第４回 『夷堅志』甲志
第５回 『夷堅志』甲志
第６回 『夷堅志』乙志
第７回 『夷堅志』乙志
第８回 『夷堅志』乙志
第９回 『夷堅志』乙志
第１０回 『夷堅志』丙志
第１１回 『夷堅志』丙志
第１２回 『夷堅志』丙志
第１３回 『夷堅志』丁志
第１４回 『夷堅志』丁志
●事前・事後学習の内容
事前に各回の講読箇所に目を通し、大まかに内容を把握すること、事後学習として、講読箇所を読み返し、理解を定着
させることが望ましい。
●評価方法
平常点
●受講生へのコメント
『夷堅志』は 中国宋代の日常生活を知る上で格好な史料です。授業を通じて、漢文の読解能力を身につけると共に、
一千年前の中国人の生活の様子をしっかり学んでいってください。
●参考文献・教材
参考書：稲畑耕一郎監修／劉煒編／杭侃著／大森信徳訳 『図説中国文明史 7 宋 成熟する文明』 （創元社）
『南宋の隠れたベストセラー 『夷堅志』 の世界』 （勉誠社）

授業科目名

科目NO.

LAGEN3301

世界史演習

授業コード

L213120010
単位数

Seminar in World History
授業形態

担当教員名

講義

野村 親義

2単位

●科目の主題
インド史で卒論を書く人のための具体的な作業を行います。具体的には、卒論を書く学生の関心に沿ったテーマの二次
文献と一次資料を輪読形式で読み進めることになります。取り上げる二次文献と一次史料は受講生の関心に応じて変動
しますが、近年は二次文献として、Behal, Rana P. and Prabhu P. Mohapatra. "‘Tea and money versus human life’: The rise
and fall of the indenture system in the Assam tea plantations 1840–1908." The Journal of Peasant Studies 19.3-4 (1992): 142-172;
Behal, Rana P. "Power Structure, Discipline, and Labour in Assam Tea Plantations under Colonial Rule." International Review of
Social History 51.S14 (2006): 143-172; David Hardiman. “From Custom to Crime: The Politics of Drinking in Colonial South
Gujarat.” Subaltern Studies Ⅳ. Oxford University Press.(1984); David Hardiman. “Adivasi Assertion in South Gujarat: The Devi
Movement of1922-3.” Subaltern Studies Ⅲ. Oxford University Press. (1985)などを読んできました。
一 次 史 料 は 、 Government of India. Annual Report on Immigration into Assam.1877-1899; J.T.Jenkins. Reports of the
Administration of the Excise Department (abkari and opium) in the Bombay Presidency 1903-4.(1905)などを読んできました。
●到達目標
具体的にインド史の卒論を書き始めることが、本授業の到達目標となります。
●授業内容・授業計画
第１回 導入
第２回 インド史に関する二次文献の輪読１
第３回 インド史に関する二次文献の輪読２
第４回 インド史に関する二次文献の輪読３
第５回 インド史に関する二次文献の輪読４
第６回 インド史に関する二次文献の輪読５
第７回 インド史に関する二次文献の輪読６
第８回 インド史に関する二次文献の輪読７
第９回 インド史に関する二次文献の輪読８
第１０回 インド史に関する一次史料の輪読１
第１１回 インド史に関する一次史料の輪読２
第１２回 インド史に関する一次史料の輪読３
第１３回 インド史に関する一次史料の輪読４
第１４回 インド史に関する一次史料の輪読５
●事前・事後学習の内容
二次文献や一次史料を輪読形式で読みますので、インド史で卒論を書かない受講生にも一定程度課題が出ます。そのこ
とを理解したうえで受講してください。
●評価方法
平常点100％
●受講生へのコメント
授業を通じ、インド史で卒論を書くための準備をしっかりしてください。
●参考文献・教材
授業中に指示します。

授業科目名

科目NO.

東洋史特講Ⅰ

LAWHE3304

授業コード

L213130010
単位数

Problems in Oriental HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

講義

松本 保宣

2単位

●科目の主題
中国中世の歴史のうち、唐王朝の政治制度について理解する。
●到達目標
日本古代史と関連する中国王朝の諸制度について理解し、東アジアの文明に対する理解を深め、歴史に対する知見と探究心
を涵養し、独創的な発見を見出せるようになる。
●授業内容・授業計画
講義形式で、唐王朝の政治制度について基本事項を概説し、その上で最新の研究成果を教授し、受講生と質疑応答・討
論を行う。
第１回：オリエンテーション、中国の歴史の特色について解説する。
第２回：唐代官制史
第３回：唐代文書制度史
第４回：中国中世の都城
第５回：長安と洛陽の解説
第６回：唐代後半期の政治史
第７回：唐代の宮城の構造
第８回：文書制度と宮城
第９回：宮城と直訴
第１０回：唐代聴政制度(1)：唐代前半期の聴政
第１１回：唐代聴政制度(2)：唐代後半期の聴政
第１２回：皇帝と聴政(1)：文宗皇帝の場合
第１３回：皇帝と聴政(2)：宣宗皇帝の場合
第１４回：唐代朝儀の構造：入閤とはなにか
定期試験は実施しない。
●事前・事後学習の内容
授業1週間前に、次回の講義に関する資料を配布する。必ず事前に内容を確認し、授業に臨むこと。また、授業のはじめ
に前回の講義内容について予習する。各自講義の要点をまとめるなど、準備を欠かさないようにすること。
●評価方法
定期試験に代わるレポート（100%）
●受講生へのコメント
本講義に関連して、中国史の概説科目を受講していることが望ましい。
また、各自概説書を読み、基本的な知識を習得すること。
●参考文献・教材
テキスト
特になし
参考書・参考資料等
松本保宣『唐王朝の宮城と御前会議─唐代聴政制度の展開』；晃陽書房；2006年

授業科目名

科目NO.

東洋史特講Ⅱ

LAWHE3305

授業コード

L213140010
単位数

Problems in Oriental HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

演習

藤波 伸嘉

2単位

●科目の主題
近代オスマン帝国をめぐり、トルコ語、ギリシア語、西欧諸語、そして日本語で書かれた法学的言説を取り上げ、それ
は何をどのように規定しようとするものかを考察するところから、「長い19世紀」以来、今日に至る世界史の語り、そし
てそこにおける法や国家をめぐる語りが内面化している概念設定や価値基準を相対化し、それについて再考する。この作
業を通じて、世界の近現代史に対して、よりバランスの取れた視野を涵養することを目指す。
●到達目標
オスマン帝国とその周辺世界に関して最新の研究成果に基づく専門的な知識を獲得し、そうした知識に根ざしたバランスのとれ
た視点から世界の近世・近代史について説明することができる。
●授業内容・授業計画
授業計画
第１回：導入と問題の所在
第２回：近代オスマン公法学の誕生
第３回：ケマルパシャザーデ・サイ
トとハサン・フェフミ・パシャ
第４回：近代オスマン公法学の展開 第５回：イブラヒム・ハックの国際法学と行政法学
第６回：「文明」と「東方」—クレタ問題
第７回：青年トルコ革命と国民主権の時代
第８回：ババンザーデ・イスマイル・ハックとジェラーレッティン・アーリフ
第９回：アフメト・シュアユプとベディ・ヌリ・フスリー
第１０回：「再建」と「国民分裂」、憲法改正と憲法変遷
第１１回：ヨルゴス・ストレイトとニコラス・サリポロス
第１２回：国権の回復
第１３回：ジェラール・ヌリとアフメト・サラハッティン
第１４回：帝国の解体と住民交換
定期試験
●事前・事後学習の内容
各回の授業で、次回の内容に関する一次史料を配布するので、必ず事前に内容を確認しておくこと。当該史料に関する
質疑を中心に演習及び補足説明を行なう。また、下記参考書を読み、その内容について一通り理解しておくこと。
●評価方法
定期試験
●受講生へのコメント
幅広い問題関心、長い射程を持った問題設定、そして着実な一次史料の読み込みを兼ね備えるようにしてください。
●参考文献・教材
参考書・参考資料等 藤波伸嘉『オスマン帝国と立憲政—青年トルコ革命における政治、宗教、共同体』名古屋大学出版会、
2011年。
岡本隆司編『宗主権の世界史—東西アジアの近代と翻訳概念』名古屋大学出版会、2014年。
新井政美『憲法誕生—明治日本とオスマン帝国 二つの近代』河出書房新社、2015年。

授業科目名

科目NO.

世界史特講

LAGEN3302

授業コード

L213150010
単位数

Problems in World History
授業形態

担当教員名

演習

野村 親義

2単位

●科目の主題
インド社会経済史に関する一次史料・二次文献を、輪読形式で読みます。本年度は一次史料として、昨年度同様、Report
of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars(1930)を用いる予定ですが、受講生の関心に基づき、他の一次
史料も用いる予定です。なお、二次文献としては、C.A.ベイリ『近代世界の誕生【上・下巻】』名古屋大学出版会、2018
などグローバス・ヒストリーに関する文献を輪読する予定です。（具体的な二次文献も、授業初回、受講生と相談の上決
定します）
●到達目標
本講義の達成目標はインド社会経済史の初歩的な一次史料・二次文献の読み方を習得することです。
●授業内容・授業計画
Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars(1930)ほかを輪読形式で読み進めます。
第１回 導入
第２回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（１）
第３回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（２）
第４回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（３）
第５回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（４）
第６回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（５）
第７回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（６）
第８回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（７）
第９回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（８）
第１０回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（９）
第１１回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（１０）
第１２回 Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars,（１１）
第１３回 グローバル・ヒストリー関連二次文献（１）
第１４回 グローバル・ヒストリー関連二次文献（２）
●事前・事後学習の内容
一次史料・二次文献をしっかり読み込んでから授業に参加してください。
●評価方法
平常点で評価します。
●受講生へのコメント
インド社会経済史の初歩的な一次史料・二次文献の読み方を体得してください。
●参考文献・教材
Report of Royal Commission on Labour in India: Assam and the Dooars(1930）このほかの参考文献・教材は、授業中に紹介しま
す。

授業科目名

科目NO.

西洋史基礎講読

LAWHW3201

授業コード

L213160010
単位数

Basic Reading in Western History
授業形態

担当教員名

演習

貝原 哲生

2単位

●科目の主題
古代末期に関する研究書を講読する。
●到達目標
西洋史研究における「古代末期」は近年非常に議論が活発なテーマのひとつだが、ローマ世界が「没落」した、「存続」した、はた
また「変容」した、と様々な言葉で形容される時代であり、またその対象時期も研究者の視座により異なる。本授業では、研究書の
講読を通して現在の研究水準において「古代末期」がどのように捉えられているのかを把握するとともに、歴史学を研究するうえで
基礎となるスキルの習得を目指す。
●授業内容・授業計画
テキストにはジリアン・クラーク著・足立広明訳『古代末期のローマ帝国 多文化の織りなす世界』（白水社、2015年、
原著2011年）を使用し、これを輪読する。また、適宜、補足資料を配布する。
第1回 ガイダンス
第2回 古代末期概観
第3回 第１-2章 (1)
第4回 第1-2章 (2)
第5回 第1-2章 (3)
第6回 第3-4章 (1)
第7回 第3-4章 (2)
第8回 第3-4章 (3)
第9回 第5-6章 (1)
第10回 第5-6章 (2)
第11回 第5-6章 (3)
第12回 第7-8章 (1)
第13回 第7-8章 (2)
第14回 第7-8章 (3)
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
毎回、テキストの講読範囲を指示するので、その部分について予習してくること。また事後には、授業内での議論や教
員の補足説明を踏まえて読み直し、次回の予習に役立てること。
●評価方法
平常点（60%）
レポート（40％）
●受講生へのコメント
原則的に授業では受講者の1人がテキストの指定された範囲をまとめ、考察して発表するが、この発表に基づき、その
後全員に意見を求め、議論するので、担当者以外も予習は必須。
●参考文献・教材
ジリアン・クラーク著、足立広明訳『古代末期のローマ帝国 多文化の織りなす世界』、白水社、2015年（原著2011年）。

授業科目名

科目NO.

西洋史通論

LAWHW3202

授業コード

L213170010
単位数

Outline of Western History
授業形態

担当教員名

講義

北村 昌史

2単位

●科目の主題
19世紀ドイツおよびハプスブルク帝国史の概説。
●到達目標
近現代ドイツ史・ハプスブルク帝国史の基本的事実を学ぶとともに、歴史研究の基本的スタンスを学ぶ。
●授業内容・授業計画
19世紀ドイツとハプスブルク帝国の歴史を、それぞれの国単位ではなく、相互の関係や周囲との関係からとらえなおす。
ドイツ経済史と国際関係史については、前田充洋講師が最新の研究成果をふまえた授業をおこなう。
授業計画
第1回 ガイダンス
第2回 ポーランド分割と神聖ローマ帝国の解体
第3回 19世紀初頭の改革
第4回 19世紀前半の社会変動：工業化の開始と鉄道建設
第5回 1848年革命
第6回 革命後の社会
第7回 オーストリア・ハンガリー帝国の誕生（1867年）
第8回 ドイツ帝国の成立（1871年）
第9回 19世紀後半の経済変動（担当前田講師）
第10回 世界的ネットワークのなかでのドイツ（担当前田講師）
第11回 海とドイツ帝国・ハプスブルク帝国（担当前田講師）
第12回 第1次世界大戦に至る変動
第13回 都市化による社会の変化（ライフラインの整備）
第14回 住環境の変遷
●事前・事後学習の内容
事前学習としては参考文献の該当箇所を通読して授業に臨む。事後学習としては授業中に指示した参考文献を図書館や
書店でふれ、可能ならば、通読する。
●評価方法
定期試験100％
●受講生へのコメント
高校までの「歴史」や「世界史」とは異なる観点で授業をおこなう。高校の「世界史」の知識は不十分でも構わない。
●参考文献・教材
テキストはない。参考文献としては、小山哲ほか編『大学で学ぶ西洋史 近現代史編』ミネルヴァ書房のほか、授業で適宜指示
する。

授業科目名

科目NO.

西洋史講読Ⅰ

LAWHW3203

授業コード

L213180010
単位数

Reading in Western HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

演習

北村 昌史

2単位

●科目の主題
ドイツ語で書かれた研究書や史料を読み込むドイツ語力を身に着ける。
●到達目標
ドイツ語の文章を正確に読む訓練をする。
●授業内容・授業計画
Volker Wieprecht/Robert Skuppin, Berliner populäre Irrtümer: Ein Lexikon, 2007を講読する。ベルリンの様々な事象を歴史
的背景と交えつつ、平明に述べた本書からいくつかの項目をピックアップして精読する。例として授業計画の各回にそう
した項目を記しておくが、実際の授業ではそれにこだわらない。
第１回 ガイダンス
第２回 ドイツ語の講読（カリーヴルスト）
第３回 ドイツ語の講読（アンぺルマン）
第４回 ドイツ語の講読（ケバブ）
第５回 ドイツ語の講読（天気）
第６回 ドイツ語の講読（テンペルホーフ空港）
第７回 ドイツ語の講読（ヴィルマーズドルフの未亡人）
第８回 ドイツ語の講読（ワイン製造）
第９回 ドイツ語の講読（飲み屋の閉店時間）
第１０回 ドイツ語の講読（自転車レーン）
第１１回 ドイツ語の講読（ベルリンの壁）
第１２回 ドイツ語の講読（ミルク売りの女性の算術法）
第１３回 ドイツ語の講読（モスクワ時間）
第１４回 ドイツ語の講読（揚げドーナツ）
●事前・事後学習の内容
事前学習については、1回に2頁程度進むが、予習すること。その際に、自分なりの訳を思い描いておくようにする。事
後学習については、ドイツ語の復習をするとともに、必要に応じて、文献やインターネットで歴史的事実について確認す
る。
●評価方法
平常点：100％
●受講生へのコメント
誰がどこにあたるかあらかじめわからないようにして授業を進める。予習は必須。CD教材もあるので適宜聞いていた
だく。
●参考文献・教材
Volker Wieprecht/Robert Skuppin, Berliner populäre Irrtümer: Ein Lexikon, 2007. テキストのコピーを配布する。

授業科目名

科目NO.

西洋史講読Ⅱ

LAWHW3301

授業コード

L213190010
単位数

Reading in Western HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

演習

北村 昌史

2単位

●科目の主題
ドイツ語で書かれた歴史研究の論文を講読する。
●到達目標
ドイツ語を正確に読めるようになるとともに、外国語文献をその背景まで立ち入って読み込む力を取得する。
●授業内容・授業計画
テキスト未定。ドイツ語の論文をただひたすら読む。
第１回 ガイダンス
第２回 ドイツ語の講読
第３回 ドイツ語の講読
第４回 ドイツ語の講読
第５回 ドイツ語の講読
第６回 ドイツ語の講読
第７回 ドイツ語の講読
第８回 ドイツ語の講読
第９回 ドイツ語の講読
第１０回 ドイツ語の講読
第１１回 ドイツ語の講読
第１２回 ドイツ語の講読
第１３回 ドイツ語の講読
第１４回 ドイツ語の講読
●事前・事後学習の内容
事前学習については、1回に2～3頁進むが、予習すること。その際に、自分なりの訳を思い描いておくようにする。
事後学習については、ドイツ語の復習をすること。
●評価方法
平常点：100％
●受講生へのコメント
「西洋史講読Ⅰ」を履修していることが望ましい。誰がどこにあたるかあらかじめわからないようにして授業を進める。
予習は必須。
●参考文献・教材
テキストは、ガイダンスの際に配布。参考書や辞書などは適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

西洋史講読Ⅲ

LAWHW3204

授業コード

L213200010
単位数

Reading in Western HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

向井 伸哉

2単位

●科目の主題
西洋史関係のフランス語テクストの講読
●到達目標
フランス語で歴史学の研究文献を読みこなす能力を養う。
●授業内容・授業計画
アルベール・バボ著『旧体制下の村落』（Albert Babeau, Le village sous l’ancien r?gime, Paris, 1878）の講読を通じて、
フランス語読解の基礎を習得しつつ、中近世フランスの農村というミクロな世界で営まれていた政治と行政について学
ぶ。本年度は、「序論」ならびに「第一巻 第一章 村落共同体」の箇所を読み進めていく。
第１回 授業の進め方についての説明
第２回 Babeau, Le village, pp. i-ii.
第３回 Babeau, Le village, pp. iii-iv.
第４回 Babeau, Le village, pp. v-vi.
第５回 Babeau, Le village, pp. vii-1.
第６回 Babeau, Le village, pp. 2-3.
第７回 Babeau, Le village, pp. 4-5.
第８回 Babeau, Le village, pp. 6-7.
第９回 Babeau, Le village, pp. 8-9.
第１０回 Babeau, Le village, pp. 10-11.
第１１回 Babeau, Le village, pp. 12-13.
第１２回 Babeau, Le village, pp. 14-15.
第１３回 Babeau, Le village, pp. 16-17.
第１４回 Babeau, Le village, pp. 18-19.
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
テクスト本文については、仏和辞典を参照して、毎回全員が、日本語訳を作ってくる。日本語訳は、手書きのノートあ
るいはワードファイルを印刷したものを持参すること。重要語句については、歴史事典や参考文献等を参照して、予習し
ておく。
●評価方法
平常点（100％）
●受講生へのコメント
この科目は、来年度の「西洋史講読IV」と合わせて受講することが望ましい。
●参考文献・教材
テクスト：Albert Babeau, Le village sous l’ancien r?gime, Paris, 1878. ＊初回時に配布。
仏和辞典：『小学館ロベール仏和大辞典』、小学館、1988年。
歴史事典：Lucien B?ly, dir., Dictionnaire de l’Ancien R?gime, Paris, 1996.
参考文献①：柴田三千雄、樺山紘一、福井憲彦編『世界歴史大系 フランス史』、全三巻、山川出版社、1995-1996年。
参考文献②：マルク・ブロック

授業科目名

科目NO.

西洋史講読Ⅳ

LAWHW3302

授業コード

L213210010
単位数

Reading in Western HistoryⅣ
授業形態

担当教員名

演習

向井 伸哉

2単位

●科目の主題
西洋史関係のフランス語テクストの講読
●到達目標
フランス語で歴史学の研究文献を読みこなす能力を養う。
●授業内容・授業計画
アルベール・バボ著『旧体制下の村落』（Albert Babeau, Le village sous l’ancien r?gime, Paris, 1878）の講読を通じて、
フランス語読解の基礎を習得しつつ、中近世フランスの農村というミクロな世界で営まれていた政治と行政について学
ぶ。本年度は、「第一巻 第二章 住民集会」の箇所を読み進めていく。
第１回 授業の進め方についての説明
第２回 Babeau, Le village, pp. 20-21.
第３回 Babeau, Le village, pp. 22-23.
第４回 Babeau, Le village, pp. 24-25.
第５回 Babeau, Le village, pp. 26-27.
第６回 Babeau, Le village, pp. 28-29.
第７回 Babeau, Le village, pp. 30-31.
第８回 Babeau, Le village, pp. 32-33.
第９回 Babeau, Le village, pp. 34-35.
第１０回 Babeau, Le village, pp. 36-37.
第１１回 Babeau, Le village, pp. 38-39.
第１２回 Babeau, Le village, pp. 40-41.
第１３回 Babeau, Le village, pp. 42-43.
第１４回 Babeau, Le village, pp. 44. +その他。
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
テクスト本文については、仏和辞典を参照して、毎回全員が、日本語訳を作ってくる。日本語訳は、手書きのノートあ
るいはワードファイルを印刷したものを持参すること。重要語句については、歴史事典や参考文献等を参照して、予習し
ておく。
●評価方法
平常点（100％）
●受講生へのコメント
「西洋史講読III」を既に履修していることが望ましい。
●参考文献・教材
テクスト：Albert Babeau, Le village sous l’ancien régime, Paris, 1878. ＊初回時に配布。
仏和辞典：『小学館ロベール仏和大辞典』、小学館、1988年。
歴史事典：Lucien Bély, dir., Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, 1996.
参考文献①：柴田三千雄、樺山紘一、福井憲彦編『世界歴史大系 フランス史』、全三巻、山川出版社、1995-1996年。
参考文献②：マルク・ブロック著

授業科目名

科目NO.

西洋史演習Ⅰ

LAWHW3303

授業コード

L213220010
単位数

Seminar in Western HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

演習

草生 久嗣

2単位

●科目の主題
西洋史史料・文献を用いた研究入門。卒業論文執筆入門を兼ねる。
●到達目標
史料や関連二次文献の収集や取り扱いについて学習し理解を深めることで、議論構築の基礎を学習する。自分が担当した史資
料の持つ意義や問題点を、明確に指摘できるようになる。
●授業内容・授業計画
専門論文および史料を用いた演習。報告者は担当論文について精読、十分な調査のうえ報告紹介する。その他の参加者
は、演習内容の書記、記録編集、議論を行い、その成果を、学期末までに各自が執筆する小論文に結実させる。主に以下
の2タイプの授業構成となる。
（A)ビザンツ学および古代・中世西洋世界にまつわる諸論考の講読
（B)史料をもちいた報告（指定）
（C)史料をもちいた報告（自由選択）
第１回 ガイダンス
第２回 イントロダクション（1）参加者自己紹介、参考資料の確認、教材の確定
第３回 イントロダクション（2）報告作業内容の確認、報告の役割分担
第４回 イントロダクション（3）準備から報告、記録作成までの模擬演習
第５回 演習（Ａ－1）論文紹介ガイダンス
第６回 演習（Ａ－2）
第７回 演習（Ａ－3）
第８回 演習（Ａ－4）
第９回 演習（Ｂ－1）史料紹介ガイダンス
第１０回 演習（Ｂ－2）
第１１回 演習（B－3）
第１２回 演習（C－1）小論考執筆ガイダンス
第１３回 演習（C－2）
第１４回 まとめ（3）取りまとめ作業と総括
●事前・事後学習の内容
各自が関心を持った歴史事象についての「文献・史料」を集め、精読し、内容を紹介してもらいます。集め方、精読法、
紹介の手順については、授業で説明を行います。
●評価方法
割り当てた作業役割（資料用意、報告、書記、質問、議論）に対する取り組み方をもって評価する。
●受講生へのコメント
自分のアカデミックな関心を大事にし、それに対する自覚を持って参加してください。それぞれの得意とする話題の際
には、授業内で随時、助言を求めます。本格的な歴史研究に必要な技術（史料論・史料操作）を段階を踏んで学習する構
成になっています。
●参考文献・教材
以下を閲覧しておくことが望ましい。
・井上浩一著『私もできる西洋史研究 - 仮想(バーチャル)大学に学ぶ』和泉書院、2012年
・山内志朗著『ぎりぎり合格への論文マニュアル』平凡社新書、2001年・関心のある地域（国名）
・時代（古代・中世・近世・近現代）についての『○○史研究入門』と『○○史史料』とタイトルのある文献類

授業科目名

科目NO.

西洋史演習Ⅱ

LAWHW3304

授業コード

L213230010
単位数

Seminar in Western HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

演習

向井 伸哉

2単位

●科目の主題
西欧中近世史に関する研究論文や動向論文を読み、学術論文の構成・作法を学ぶ。くわえて、卒業論文を書く際に必要
な学問上の手続きを身につける。
●到達目標
卒業論文を書く際に必要な学問上の手続き（研究テーマの選定、文献収集、文献目録の作成、問題設定、論文の構成、先行研
究の引用・参照など）を習得する。
●授業内容・授業計画
西欧中近世史に関する専門論文の講読、および卒業論文作成に向けての基礎的作業を行う。授業を大きく二部に分ける。
第一部では、毎回二名が、指定された研究論文や動向論文の要約・論評（重要語句の解説含む）ならびに当該論文のテー
マに関する文献目録作成をおこなう。第二部では、毎回二名が、各自の関心に沿った自由研究発表・文献目録作成を行う。
加えて、随時、先行研究の引用・参照の仕方を訓練する。期末には、自由研究発表の内容をレポートにまとめて提出して
もらう。
第１回 授業の進め方についての説明
第２回 指定論文の要約・論評・文献目録作成×２
第３回 指定論文の要約・論評・文献目録作成×２
第４回 指定論文の要約・論評・文献目録作成×２
第５回 指定論文の要約・論評・文献目録作成×２
第６回 指定論文の要約・論評・文献目録作成×２
第７回 指定論文の要約・論評・文献目録作成×２
第８回 指定論文の要約・論評・文献目録作成×２
第９回 自由研究発表・文献目録作成×２
第１０回 自由研究発表・文献目録作成×２
第１１回 自由研究発表・文献目録作成×２
第１２回 自由研究発表・文献目録作成×２
第１３回 自由研究発表・文献目録作成×２
第１４回 自由研究発表・文献目録作成×２
第１５回 自由研究発表・文献目録作成×２
●事前・事後学習の内容
指定論文の報告者は、十分に準備を行い、A３用紙三〜四枚のレジュメと文献目録を用意する。報告者以外の受講生も
指定論文を事前に読み込んでくること。自由研究発表の報告者は、十分に準備を行い、A３用紙三〜四枚のレジュメと文
献目録を用意する。
●評価方法
平常点（50％） 期末レポート（50％）
●受講生へのコメント
任意のテーマを設定し、関連するデータを収集し、特定の観点（問題設定）から整理し、論理的な構成で、定められた
形式に則って、明快に文章で表現する「技術」を身につけましょう。
●参考文献・教材
教材：指定論文は、教員がPDFで配布し、受講生各自で印刷してもらう。

授業科目名

科目NO.

西洋史演習Ⅲ

LAWHW3305

授業コード

L213240010
単位数

Seminar in Western HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

北村 昌史

2単位

●科目の主題
西洋史をめぐる諸問題。まず、日本語の研究文献をめぐって受講者で議論する授業を行った後、英語文献の輪読をおこ
なう。
●到達目標
日本語文献としてはBrian Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape, 1997, new edition
2018（ブライアン・ラッド『ベルリンの幽霊――都市景観の中でドイツ史に対峙する』1997年、新版2018年）を歴代の受講生が訳して
きたテキストをとりあげる。ベルリンの建築物の社会的・歴史的コンテクストを論じた研究書の読解を通じて、歴史研究の方法論など
についても討議する。この文献と関連の深い英語論文を読み、英語文献を読み込む力を身につける。両方の作業を通じて卒業論
文を作成するための基本的な文献読解力や議論を展開する能力を取得する。
●授業内容・授業計画
最初の3分の2は日本語文献の購読。毎回担当者を決め、レジュメを作成、報告していただき、それをもとに討論する。
残り3分の1は英語論文の講読。
第１回 ガイダンス
第２回 日本語文献の講読（序章）
第３回 日本語文献の講読（第1章）
第４回 日本語文献の講読（第2章）
第５回 日本語文献の講読（第3章）
第６回 日本語文献の講読（第4章）
第７回 日本語文献の講読（第5章）
第８回 日本語文献の講読（第6章）
第９回 日本語文献の講読（2018年度版の補遺）
第１０回 英語文献の講読
第１１回 英語文献の講読
第１２回 英語文献の講読
第１３回 英語文献の講読
第１４回 英語文献の講読
●事前・事後学習の内容
事前学習については、２−９回についてはテキストを精読し、自分なりに論点を考えてくること。10−14回については1
回に2～3頁進むが、予習すること。その際に、自分なりの訳を思い描いておくようにする。事後学習については、全体を
通じて、必要に応じて、文献やインターネットで歴史的事実について確認し、10−14回は英語の復習をすること。
●評価方法
平常点：100％
●受講生へのコメント
2−9回については全員で議論することを前提とするので、報告に対する質問を全員が出すまでは授業は終わらない。も
ちろん、一人ひとつ質問を出せばよいということではなく、積極的に質問できる報告にはどんどん質問を出してもらいた
い。英語文献の講読は、誰にあたるかあらかじめわからない方法で行う。予習は必須。
●参考文献・教材
Brian Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape, 1997の日本語訳（歴代受講生訳）.

授業科目名

科目NO.

西洋史特講Ⅰ

LAWHW3306

授業コード

L213250010
単位数

Problems in Western HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

講義

川分 圭子

2単位

●科目の主題
第三世界であり経済的プレゼンスは低いが、国家の数が多く国際社会において一定の発言力を持つカリブ地域について、
旧イギリス領を中心に現在の状況を知るとともに、歴史的過去について詳細な知識を得て、過去と現在の関係を理解す
る。
●到達目標
カリブ海地域の地理、歴史、現在の状況について全般的な知識を得る。また、西洋の植民地開発という過去の出来事が、現在
のカリブの政治・経済・環境・人々の暮らしに大きな影響を残していること、それについての記憶がカリブ側では鮮明なのに、西洋
側ではほとんど消滅しつつあることも、理解する。
●授業内容・授業計画
最初3回を使って現在のカリブを紹介し、その後8回を使ってイギリス領を中心にカリブ史を概説し、植民地の成立から
脱植民地化までを、政治・行政・経済の仕組みから検討する。その後現在に話を戻し、現在起こっている状況に対する過
去の影響を、再評価する。
第１回：導入 授業の進め方・成績評価・連絡方法・参考文献などについての説明
第２回：カリブ世界の現在—国際社会・地域社会・日本との関係—
第３回：旧イギリス領西インドの現在—独立国と海外領土(属領)
第４回：グローバリズムの中の新たな状況—オフショア市場・中国の進出・地球温暖化—
第５回：カリブ世界成立史—西欧の海外進出
第６回：カリブ世界成立史—イギリス領の形成
第７回：奴隷制プランテーション経済
第８回：航海法と重商主義—旧植民地体制—
第9回：本国の統治体制—商務省・植民省の成立過程—
第１０回：奴隷貿易・奴隷制廃止と自由貿易への転換
第１１回：経済衰退と帝国主義
第１２回：脱植民地化の過程
第１３回：歴史の現在への影響—経済・環境問題・国際社会における立場—
第１４回：本講義の要点・結論、試験について
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業中に、関連の一次史料、論文（ともに英語）を配布する。授業時間の一部を割いて、それらの講読を行うので、そ
の予習・復習を行うこと。また邦語論文も配布するので、それも授業の前後で、自習しておく。
●評価方法
授業最後に提出するミニレポート30％＋定期試験70％
●受講生へのコメント
本授業は、現在が過去の結果であり、将来が現在の結果であることを、理解してもらうためにやります。カリブに興味
がある、ないということではなく、人間の活動の積み重なりはどんな結果を生むのか、ということに関心を持ってほしい
と思います。
●参考文献・教材
テキスト：特になし
参考書・参考資料等：『ラテン・アメリカ現代史III』山川出版社。永川秀男『オフショア金融市場—タックス・ヘイブンの研究-』外国
為替貿易研究会。

授業科目名

科目NO.

西洋史特講Ⅱ

LAWHW3307

授業コード

L213260010
単位数

Problems in Western HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

講義

向井 伸哉

2単位

●科目の主題
中世から近代にいたるヨーロッパの歴史を対象に、「国家」、「社会」、「権利」、「法」の概念とそれらが指し示す
実態の変化を概観する。
●到達目標
現代社会を理解する上で重要な、「国家」、「社会」、「権利」、「法」の概念とそれらが指し示す実態が、ヨーロッパの歴史の中で
変化してきた過程を理解する。
●授業内容・授業計画
村上淳一著『近代法の形成』、岩波書店、1979年と成瀬治・吉岡昭彦編『近代国家形成の諸問題』、木鐸社、1979年を
軸に、授業を進めていく。
第１回 授業の進め方についての説明
第２回 近代国家の形成過程（１）
第３回 近代国家の形成過程（２）
第４回 政治社会と国家（１）
第５回 政治社会と国家（２）
第６回 既得権、所有権、人権（１）
第７回 既得権、所有権、人権（２）
第８回 既得権、所有権、人権（３）
第９回 私法と公法（１）
第１０回 私法と公法（２）
第１１回 平和と法
第１２回 公共性（１）
第１３回 公共性（２）
第１４回 公共性（３）
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
参考文献の該当箇所を予習する。授業で配布したレジュメの内容を復習する。
●評価方法
毎回授業後のコメントペーパー（50％） 期末試験（50％）
●受講生へのコメント
西洋史の基礎知識がなくとも理解可能な授業を目指します。各人で、レジュメの復習を徹底してください。
●参考文献・教材
教材：毎回、レジュメを配布します。
参考文献①：村上淳一著『近代法の形成』、岩波書店、1979年。
参考文献②：成瀬治・吉岡昭彦編『近代国家形成の諸問題』、木鐸社、1979年。

授業科目名

科目NO.

LBPSY3303

人間行動学データ解析法Ⅲ（心理学統計法）
Data Analysis of Human Behavioral Sciences Ⅲ (Psychological Statistics)
授業形態

担当教員名

演習

鈴木 文子

授業コード

L220050010
単位数

2単位

●科目の主題
心理学統計法の基礎を学び、2つの平均値の差の検定（t検定）や、より複雑な実験デザインに対応した統計分析（分散
分析）および複数の変数間の複雑な関係を明らかにするための統計分析（重回帰分析と因子分析）を学習する。それらの
分析について基本的な考え方と実際の適用の仕方を習得する。
●到達目標
t検定、分散分析、重回帰分析、因子分析の基本的な考え方を理解し、コンピューターを用いて実際に分析ができ、分析結果を
適切に記述できるようになることが目標である。
●授業内容・授業計画
講義は概ね以下の内容で行われる。
第１回 統計的仮説検定の原理
第２回 記述統計
第３回 2つの平均値の差の検定
第４回 分散分析とは
第５回 1要因分散分析（対応がない場合）の実践
第６回 1要因分散分析（対応がある場合）の実践
第７回 2要因分散分析（2要因とも対応がない場合）の実践
第８回 2要因分散分析（混合要因の場合）の実践
第９回 2要因分散分析（2要因とも対応がある場合）の実践
第１０回 分散分析のまとめ
第１１回 相関係数を利用した分析とその実践
第１２回 重回帰分析とは
第１３回 重回帰分析の実践
第１４回 因子分析とは
第１５回 総括とレポートと課題の提出
●事前・事後学習の内容
授業ごとに出される課題にしっかりと取り組むこと。不明な点があれば、その都度質問するか参考書で調べるなどして
理解しながら課題に取り組むことが望まれる。
●評価方法
各分析の実践のための練習課題への取り組みと学期末のレポートによって評価を行う。
●受講生へのコメント
統計に関する知識は研究を進める上で必要不可欠なので、しっかり身につけてほしい。
なお、本科目は、公認心理師科目「心理学統計法」に対応している。
●参考文献・教材
参考文献
田中敏・山際勇一郎『新訂ユーザーのための教育・心理統計と実験計画法』教育出版
森敏昭・吉田寿夫編著『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』北大路書房

授業科目名

科目NO.

人間行動学データ解析法Ⅳ

LBGEN3306

授業コード

L220060010
単位数

Data Analysis in Human Behavioral Sciences Ⅳ
授業形態

担当教員名

実習

木村 義成

2単位

●科目の主題
この科目では地理学や心理学分野において利用される多変量解析の原理と方法について学習する。各種の統計データを
受講生に配布し、データ分析と分析の解釈の方法を中心に解説する。
●到達目標
多変量解析について、どのようなデータに対して、どのような分析を行い、どのように結果の解釈を行うか、の3点に焦点を絞って
解説を行う。地理学や心理学の分野では、多変量解析を基礎とした研究が多数あるため、この演習を受講することにより、それらの
論文を読みこなす能力を養って頂く。
●授業内容・授業計画
人間行動学をはじめ、様々な統計処理を用いる学問において必要とされる、多変量解析の原理と方法について学習する。
授業は理論と実践の両面から行うものとする。理論においては、重回帰分析、クラスタ分析、主成分分析、因子分析など
の各種分析方法について学習する。一方、実践においては、学術情報総合センターの端末室のSPSSを利用する。
第１回 ・イントロダクション
第２回 ・基本統計量①
第３回 ・基本統計量②
第４回 ・判断分析
第５回 ・重回帰分析①
第６回 ・重回帰分析②
第７回 ・ロジステック回帰分析
第８回 ・各種の回帰分析
第９回 ・クラスタ分析
第１０回 ・数量化理論Ⅰ類
第１１回 ・数量化理論Ⅱ類
第１２回 ・主成分分析
第１３回 ・因子分析
第１４回 ・数量化理論Ⅲ類
第１５回 ・総括
●事前・事後学習の内容
本科目は、SPSSを用いた統計処理の実習という性格上、事後学習を重視する。原則、実習の終了後にその日の内容に関
するSPSSファイルを提出してもらう。また、卒業論文など、本科目で習得した統計処理について積極的に利用すること。
●評価方法
出席、および課題提出（60％）、最終レポート（40％）の割合を目安に総合的に評価する。
詳細については第1回のガイダンスにて説明する。
●受講生へのコメント
統計処理は、実際にデータを用いて取り組まないと理解が進まない。本演習で紹介する多変量解析は広くマーケティン
グ等で利用されている手法なので、是非理解してもらいたい。
なお、本講義は人間行動学データ解析法IIbなどの講義を既に単位取得し、統計学の基礎を既に学んでいることを前提と
する。
●参考文献・教材
教材・参考文献については演習中に逐次紹介する。
※）第1回のガイダンスには必ず受講すること。第1回を受講していない場合は、演習の参加を認めないことがある。

授業科目名

科目NO.

社会学概論Ⅰ

LBSOC3201

授業コード

L221010010
単位数

Introduction to SociologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

進藤 雄三

2単位

●科目の主題
社会学の基礎概念、分析方法、および個別分野における代表的な諸学説を概説する。
●到達目標
社会学という学問の特徴、その方法と対象に関する概観を獲得し、個別領域における知見を学習するとともに、社会学的思考法
の習得を目指す。
●授業内容・授業計画
以下の授業計画にそって授業を進める。
第１回 オリエンテーション
第２回 社会学の基礎概念：行為、相互行為、地位―役割、組織、制度、全体社会
第３回 分析の範例1：行為論的視点
第４回 分析の範例2：相互作用論的視点
第５回 分析の範例3：全体論的視点
第６回 現代的範例：予言の自己成就、ラベリング論、世界システム論
第７回 範例の含意：意図せざる結果、構造と行為
第８回 家族社会学
第９回 医療社会学
第１０回 教育社会学
第１１回 メディア社会学
第１２回 逸脱・社会問題の社会学
第１３回 ジェンダーの社会学
第１４回 階層の社会学
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：特段の事前学習は要請しません。事後学習：講義内容の理解に、プリント、および講義内での前回の復習を
活用して下さい。
●評価方法
出席20、コメント30、試験あるいはレポート50、総合100点満点で評価します。
●受講生へのコメント
能動的な参加を期待します。コメントは評価対象となります。講義を関心の糸口するように受講してください。
●参考文献・教材
教科書：特に指定しません。
参考書：進藤他著『社会学』医学書院(2012)。盛山他編『社会学入門』ミネルヴァ書房(2017)その他、随時紹介します。

授業科目名

科目NO.

社会学概論Ⅱ

LBSOC3202

授業コード

L221020010
単位数

Introduction to SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

石田 佐恵子

2単位

●科目の主題
主たるテーマ：「グローバル化時代の社会学的課題」
●到達目標
社会学概論は、社会学のさまざまな概念、キーワードを紹介し、社会学的な考え方と方法への理解を深めることが目標である。
社会学概論Ⅱでは、特にグローバル化時代における新しい社会学的課題を念頭に置いて、社会学的発想法について、短いレポ
ート作成やグループディスカッションを通じて学ぶ。
●授業内容・授業計画
社会学の基本的性格について、特に「是非を考える」「根本から考える」「メディアから考える」など、さまざまなト
ピックから概説する。毎回の講義時に、出題される課題のレポートを作成する。
第１回 ガイダンス
第２回 トピックについての概念理解とブリーフレポート作成（1）
第３回 グループディスカッションで学ぶ社会学トレーニング（1）
第４回 トピックについての概念理解とブリーフレポート作成（2）
第５回 グループディスカッションで学ぶ社会学トレーニング（2）
第６回 トピックについての概念理解とブリーフレポート作成（3）
第７回 グループディスカッションで学ぶ社会学トレーニング（3）
第８回 中間まとめと講評
第９回 トピックについての概念理解とブリーフレポート作成（4）
第１０回 グループディスカッションで学ぶ社会学トレーニング（4）
第１１回 トピックについての概念理解とブリーフレポート作成（5）
第１２回 グループディスカッションで学ぶ社会学トレーニング（5）
第１３回 トピックについての概念理解とブリーフレポート作成（6）
第１４回 グループディスカッションで学ぶ社会学トレーニング（6）
第１５回 授業のまとめと評価
●事前・事後学習の内容
受講生には、毎回の予習と復習、インターネットの積極的な活用など、熱心な参加を求める。
事前学習：教科書の該当章をよく読んでくること。必要に応じてノートを作成すること。
事後学習：当日ブリーフレポートの自己評価、ディスカッションの振り返り学習が必須である。
●評価方法
講義時に毎回の当日ブリーフレポート、およびディスカッション報告を作成する。参加と態度、平常点全体で評価する。
最終回には、自己評価書の作成も行う。
●受講生へのコメント
ディスカッションを行う形式の授業であるため、50名程度の規模が望ましい。履修希望学生が多い場合には人数制限を
行うことがあるので、第1回目の授業には必ず出席すること。
●参考文献・教材
教科書：開講時に指示する。
参考書：随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3204

社会学史Ⅱ

授業コード

L221040010
単位数

History of SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

進藤 雄三

2単位

●科目の主題
「すべての歴史は現代史である」。この命題を社会学史に応用し、現代社会において展開されている現在進行形の現象
を、社会学史的問題関心に即して提示する。
●到達目標
以下の３点二関する理解の明確化を目標とする。
１） 社会学的問題関心、問題意識とは何か。
２） そこから照射される、現代社会の問題とは何か。
３） その問題に対する探索法は何か。
●授業内容・授業計画
第１講
第２講
第３講
第４講
第５講
第６講
第７講
第８講
第９講
第10講
第11講
第12講
第13講
第14講
第15講

オリエンテーション
1) ミクロ：自己、他者、社会
2) メゾ：家族、教育、労働市場
3) マクロ：グローバリゼーション・インパクト
現代社会論への視角：資本主義の現在
メディア・インパクト
格差社会の背景
福祉国家の現在とその背景 （小レポート１）
エスニシティ、ジェンダー、年齢
ケア論と正義論
社会学的認識を問う：科学哲学と科学社会学（小レポート２）
日常性の社会学
アイデンティティ
社会学の問い
Coda

●事前・事後学習の内容
事前学習：特段の事前学習は要請しない。
事後学習：配布プリント、授業内容を整理し、紹介文献の読書を心がける。
●評価方法
出席２０、コメント２０、小レポート２０、期末レポート４０の１００点満点で評価する。
●受講生へのコメント
問題意識の涵養、熟成が最も重要。期末レポートの作成に向けて、能動的な受講が望まれる。
●参考文献・教材
特に指定しない。随時指示する。

授業科目名

科目NO.

社会学研究法Ⅰ

LBSOC3205

授業コード

L221050010
単位数

Methods of Sociological StudiesⅠ
授業形態

担当教員名

講義

笹島 秀晃

2単位

●科目の主題
社会学の目的は社会現象の解明にあるから、社会学の研究は、まずは現実の社会を知ることから始めなければならない。
そのための方法が「社会調査」である。社会調査の方法には大別して量的方法と質的方法がある。本講義ではいずれの方
法も扱うが、特に社会調査の歴史、社会調査の目的、社会調査の方法論などの社会調査の基礎的な事項について講義する。
●到達目標
社会学における社会調査の意義と、さまざまな社会調査法に関する基本的事項の習得を目標とする。
●授業内容・授業計画
以下のとおりのスケジュールで講義を行う。
第１回 ガイダンス
第２回 社会調査の意義と役割
第３回 社会調査の歴史（欧米と日本）
第４回 社会調査の種類
第５回 量的調査と質的調査
第６回 量的調査のプロセス
第７回 調査票の作成・ワーディング
第８回 サンプリング
第９回 インタビュー調査
第１０回 参与観察
第１１回 ライフヒストリー調査
第１２回 二次データ・歴史資料の分析
第１３回 世論調査・市場調査
第１４回 調査・研究倫理について
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習 参考図書（特に高根（1979））を読んでおくこと。
事後学習 授業で配布したプリントの内容を復習すること。
●評価方法
期末レポート（100％）
●受講生へのコメント
本講義は、社会調査士資格認定Ａ科目である。社会学コース生は、必ず前期開講の「社会学研究法Ⅰ」（前期開講※調
査士A科目）と「社会調査法」（後期開講※調査士B科目）を通年で履修すること。
●参考文献・教材
教科書 なし
参考書
高根正昭，1979，『創造の方法学』講談社現代新書.
佐藤郁哉，2002，『フィールドワークの技法』新曜社．
ハンス・ザイゼル（著）／佐藤郁哉（訳），2005，『数字で語る』新曜社．

授業科目名

科目NO.

社会学研究法Ⅱ

LBSOC3206

授業コード

L221060010
単位数

Methods of Sociological StudiesⅡ
授業形態

担当教員名

講義

伊地知 紀子

2単位

●科目の主題
質的調査の歴史、目的、方法論等を学ぶ。
●到達目標
本講義では、質的調査の特徴を理解し、フィールドワーク、参与観察、インタビュー等さまざまな調査方法の基本的知識を習得
すること。
●授業内容・授業計画
下記スケジュールで講義を行う。
第１回 ガイダンス
第２回 質的調査とは
第３回 質的調査とは
第４回 調査技法と分析
第５回 調査技法と分析
第６回 調査技法と分析
第７回 調査技法と分析
第８回 調査技法と分析
第９回 調査のプロセス
第１０回 グループワーク
第１１回 グループワーク
第１２回 グループ報告
第１３回 グループ報告
第１４回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業外で、事前・事後の作業が発生することがあります。グループワークを行うため、積極性ある授業参加を求めます。
●評価方法
平常点（授業参加度・提出物）と期末レポートで評価します。
●受講生へのコメント
本講義は、 社会調査士資格認定F科目である。 社会学コース生は、 必ず前期開講の 「社会学研究法II」 （調査士A科
目） と 「社会調査法」 （調査士B科目） を履修すること。 社会調査士資格を申請予定の学生 （主に社会学コースの
学生） は、 篠原清夫ほか, 2010, 『社会調査の基礎』 弘文堂を購入しておくこと。
●参考文献・教材
授業内に提示。

授業科目名

科目NO.

社会学実習Ⅰ a

LBSOC3301

授業コード

L221070010
単位数

Practice in SociologyⅠ a
授業形態

担当教員名

実習

笹島 秀晃

2単位

●科目の主題
本授業の目的は、橋下徹の府知事・市長就任以降、大きく方向転換した大阪府市の文化政策に着目し、そうした自治体
文化政策の変化が大阪府市の文化施設や団体に与えた影響を質的な調査手法をもちいて明らかにすることである。2008
年の橋下府知事時代、財政再建を目的として、文化予算のカットが決まり、上方演芸資料館、弥生文化博物館、国際児童
文学館といった施設は大きな影響を受けた。こうした複数の文化施設や団体に着目し、政策の影響によるの運営上の変化
を明らかにする。
●到達目標
質的データの分析を中心とした調査研究における、研究の企画から報告書作成までの一連の調査を自身でできるようになること。
●授業内容・授業計画
各回のスケジュールは以下の通り。
第１回 ガイダンス
第２回 先行研究の検討①
第３回 先行研究の検討②
第４回 行政資料・新聞雑誌の収集・整理・分析①
第５回 行政資料・新聞雑誌の収集・整理・分析②
第６回 行政資料・新聞雑誌の収集・整理・分析③
第７回 行政資料・新聞雑誌の収集・整理・分析④
第８回 行政へのヒアリング①
第９回 行政へのヒアリング②
第１０回 リサーチクエッションの検討①
第１１回 リサーチクエッションの検討②
第１２回 質問項目の検討①
第１３回 質問項目の検討②
第１４回 調査チームの編成①
第１５回 調査チームの編成②
●事前・事後学習の内容
事前学習：指定された課題に取り組むこと
事後学習：授業で配布されたプリントや資料の復習
●評価方法
出席と授業態度（６０％）＋期末レポート（４０％）
●受講生へのコメント
・実習はグループワークが中心となる。
・４月・５月のうちに、講読予定の２冊の文献を読み終える予定なので、履修予定者はあらかじめ２冊を入手し読み始
めておくことが望ましい。
・演習科目は、講義時間を延長して作業を行うことや、夏期休業中（９月）に調査を行うことになる。そうした場合に
は、事前に連絡しスケジュールに不具合が出ないよう調整に努めるが、履修者にはある程度の理解をもとめる。
・講義外に学生自身におこなってもらう資料の整理やインタビュー・データの分析など、大変な科目であるが、卒業論
文へとつながる重要な科目な科目なので頑張ってほしい。
●参考文献・教材
【講読予定の文献】
佐藤郁哉，2002，『フィールドワークの技法ー問いを育てる、仮説をきたえる』新曜社.
吉澤弥生，2011，『芸術は社会を変えるか？－文化生産の社会学からの接近』青弓社.
【参考書】
佐藤郁哉，『現代演劇のフィールドワークー芸術生産の文化社会学』東京大学出版会.
砂原庸介，2012，『大阪ー大都市は国家を越えるか』中央公論新社.
藤井聡編，2015，『大都市自治を問うー大阪・橋下市政の検証』学芸出版社.

授業科目名

科目NO.

社会学実習Ⅰ b

LBSOC3301

授業コード

L221070020
単位数

Practice in SociologyⅠ b
授業形態

担当教員名

実習

川野 英二

2単位

●科目の主題
大阪市民のコミュニティ意識の調査
●到達目標
本実習では「大阪市民のコミュニティ意識」について、大阪市内の複数の地域を対象に、質問紙を用いた訪問調査を実施し、可
能であれば対象者から地域史・生活史インタビューをおこなう。調査ではとくに生活実態に関する質問のほかに、近隣関係やコミュ
ニティ意識と健康についての項目を聞き、これらの関係を分析することを目的とする。得られた調査データは昨年度の調査データ
とあわせて分析をおこない、最後に報告書を刊行する。
●授業内容・授業計画
調査の内容／概要：大阪市住民の生活実態とコミュニティ意識を正確に把握することを目的に、訪問留置法により調査
を実施する。
調査の範囲／対象：大阪の国勢調査小地域集計から選出した複数の地区を第一次抽出単位とし、第二次抽出単位として
住民個人を確率抽出する。目標標本数は200を予定。
主な調査項目：基本属性、教育年数、職業、生活状況、ネットワーク、近隣とのつきあい、集合的効力感、健康など。
データ収集（現地調査）の方法：調査票を用いた訪問留置調査。不在で接触困難な場合は郵送で回収をおこなう。
第1回： ガイダンス
第2∼3回： 先行研究の検討
第4∼5回： 調査対象地域の事前学習
第6回： 現地フィールドワーク
第7∼8回： 本調査の検討、班編成
第9∼10回： 課題の検討
第11∼12回： 調査票作成
第13-14回： サンプリング
●事前・事後学習の内容
事前学習：事前に課題図書・文献を読む。
事後学習：指定された課題をおこなう。
●評価方法
平常点
学外調査・調査報告書作成への積極的な参加
課題の提出
●受講生へのコメント
本授業は社会調査士科目Gに該当する。前期と後期はセットで認定されているので、同じ教員の科目を履修登録するこ
と。
本実習は1年を通して現地調査をおこなうものであるため、住民からの積極的な協力を得る必要がある。また授業外・
夏休みの期間も作業が必要であり、実習生の協力と積極的な参加が不可欠である。他の実習生や住民に迷惑のかからない
ように真剣な態度で授業に臨むことが求められる。
また前期は「社会学データ解析法」、後期は「社会学演習Ⅲa」を同時に履修して、社会調査法とデータ解析を総合的に
学ぶことが望ましい。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3302

授業コード

社会学実習Ⅱ a

L221080010
単位数

Practice in SociologyⅡ a
授業形態

担当教員名

実習

笹島 秀晃

2単位

●科目の主題
本授業の目的は、橋下徹の府知事・市長就任以降、大きく方向転換した大阪府市の文化政策に着目し、そうした自治体
文化政策の変化が大阪府市の文化施設や団体に与えた影響を質的な調査手法をもちいて明らかにすることである。2008
年の橋下府知事時代、財政再建を目的として、文化予算のカットが決まり、上方演芸資料館、弥生文化博物館、国際児童
文学館といった施設は大きな影響を受けた。こうした複数の文化施設や団体に着目し、政策の影響によるの運営上の変化
を明らかにする。
●到達目標
質的データの分析を中心とした調査研究における、研究の企画から報告書作成までの一連の作業を自身でできるようになること。
●授業内容・授業計画
各回のスケジュールは以下の通り。
第１回 本調査にむけた準備①
第２回 本調査にむけた準備②
第３回 実査①
第４回 実査②
第５回 実査③
第６回 実査④
第７回 インタビューデータの整理と分析①
第８回 インタビューデータの整理と分析②
第９回 インタビューデータの整理と分析③
第１０回 インタビューデータの整理と分析④
第１１回 報告書の作成①
第１２回 報告書の作成②
第１３回 報告書の作成③
第１４回 調査報告会①
第１５回 調査報告会②
●事前・事後学習の内容
事前学習：課題文献の精読、各回の報告準備
事後学習：各回の報告の振り返り
●評価方法
各回の出席と授業態度（平常点）期末レポート（報告書）
●受講生へのコメント
前期、社会調査実習Iaを履修した学生は、本講義を履修すること。
●参考文献・教材
【参考文献】
佐藤郁哉，2002，『フィールドワークの技法ー問いを育てる、仮説をきたえる』新曜社.
佐藤郁哉，1999，『現代演劇のフィールドワークー芸術生産の文化社会学』東京大学出版会.
砂原庸介，2012，『大阪ー大都市は国家を越えるか』中央公論新社.
藤井聡編，2015，『大都市自治を問うー大阪・橋下市政の検証』学芸出版社.
吉澤弥生，2011，『芸術は社会を変えるか？－文化生産の社会学からの接近』青弓社.

授業科目名

科目NO.

社会学実習Ⅱ b

LBSOC3302

授業コード

L221080020
単位数

Practice in SociologyⅡ b
授業形態

担当教員名

実習

川野 英二

2単位

●科目の主題
大阪市民のコミュニティ意識の調査
●到達目標
本実習では「大阪市民のコミュニティ意識」について、大阪市内の複数の地域を対象に、質問紙を用いた訪問調査を実施し、可
能であれば対象者から地域史・生活史インタビューをおこなう。調査ではとくに生活実態に関する質問のほかに、近隣関係やコミュ
ニティ意識と健康についての項目を聞き、これらの関係を分析することを目的とする。得られた調査データは昨年度の調査データ
とあわせて分析をおこない、最後に調査報告書を刊行する。
●授業内容・授業計画
調査の内容／概要：大阪市住民の生活実態とコミュニティ意識を正確に把握することを目的に、訪問留置法により調査
を実施する。
調査の範囲／対象：大阪の国勢調査小地域集計から選出した複数の地区を第一次抽出単位とし、第二次抽出単位として
住民個人を確率抽出する。目標標本数は200を予定。
主な調査項目：基本属性、教育年数、職業、生活状況、ネットワーク、近隣とのつきあい、集合的効力感、健康など。
データ収集（現地調査）の方法：調査票を用いた訪問留置調査。不在で接触困難な場合は郵送で回収をおこなう。
調査における学生のかかわり/役割：学生は調査票の作成、実査、データ入力、データクリーニング、分析など、調査の
全過程にかかわった上で、報告書執筆をおこなう。
第１回 本調査
第２回 本調査
第３回 本調査
第４回 本調査
第５回 本調査の結果検討
第６回 本調査の結果検討
第７回 データ整理
第８回 データ整理
第９回 データ分析
第１０回 データ分析
第１１回 データ分析
第１２回 データ分析
第１３回 報告書原稿執筆
第１４回 報告書原稿執筆
第１５回 報告会
●事前・事後学習の内容
事前学習：事前に課題図書・文献を読む。
事後学習：課題を提出する。
●評価方法
平常点
学外調査・報告書作成への積極的な参加
課題の提出
●受講生へのコメント
本授業は社会調査士科目Gに該当する。前期と後期はセットで認定されているので、同じ教員の科目を履修登録するこ
と。
本実習は1年を通して現地調査をおこなうものであるため、住民からの積極的な協力を得る必要がある。また授業外・
夏休みの期間も作業が必要であり、実習生の協力と積極的な参加が不可欠である。他の実習生や住民に迷惑がかからない
ように真剣な態度で授業に臨むことが求められる。
また前期は「社会学データ解析法」、後期は「社会学演習Ⅲa」を同時に履修して、社会調査法とデータ解析を総合的に
学ぶことが望ましい。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

社会学基礎演習 a

LBSOC3207

授業コード

L221090010
単位数

Basic Seminar in Sociology a
授業形態

担当教員名

演習

石田 佐恵子

2単位

●科目の主題
社会学の基本文献をテキストに用いて、社会学の基礎を習得する。社会学はどのような「問い」を立てるのか、社会学
はどのようなものの見方、考え方をするのか。社会学の理論と方法にはどのようなものがあるのか。社会学によって分か
ること、社会学することの意味を深く探求することが基礎演習の目的である。
●到達目標
社会学の文献を探し出す方法、文献の読み方、読書ノートの取り方、演習での発表と議論のしかた、レジュメの作成方法、レポ
ートの書き方を学ぶ。
●授業内容・授業計画
共通したテキストを購読し、毎回の報告とディスカッションを通して理解を深める。
第１回 オリエンテーション（報告・発表スケジュールの決定）
第２回 インターネットを通じた文献検索方法
第３回 学情センター・ツアー
第４回 社会学の基本文献を読む(1)
第５回 社会学の基本文献を読む(2)
第６回 社会学の基本文献を読む(3)
第７回 社会学の基本文献を読む(4)
第８回 社会学の基本文献を読む(5)
第９回 社会学の基本文献を読む(6)
第１０回 社会学の基本文献を読む(7)
第１１回 社会学の基本文献を読む(8)
第１２回 社会学の基本文献を読む(9)
第１３回 社会学の基本文献を読む(10)
第１４回 レポートの書き方、引用、文献リストについて
第１５回 レポートの作成と提出について
●事前・事後学習の内容
事前学習：報告者はレジュメを用意してくること。報告者以外の参加者は討議に参加する準備を整えてくること。
事後学習：議論となったさまざまな論点について、自分なりのノートを作成し、自らの研究展開に活かす。
●評価方法
発表・報告の内容、平常点（出席と参加度）、学期末レポート
●受講生へのコメント
社会学新２回生を２つのグループに分け、それぞれa組とb組とする。クラス分けは、新年度始めに掲示をするので、必
ず確認すること。
●参考文献・教材
教科書：開講時に指示する。
参考書：随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会学基礎演習 b

LBSOC3207

授業コード

L221090020
単位数

Basic Seminar in Sociology b
授業形態

担当教員名

演習

伊地知 紀子

2単位

●科目の主題
社会学の基本文献をテキストに用いて、 社会学の基礎を習得する。 社会学では、どのような 「問い」 を立てるのか。
社会学では、どのようなものの見方、 考え方をするのか。 社会学の理論と方法にはどのようなものがあるのか。 社会
学によって分かること、 社会学することの意味を深く探求することが基礎演習の目的である。
●到達目標
社会学の文献を探し出す方法、 文献の読み方、 読書ノートの取り方、 演習での発表と議論のしかた、 レジュメの 作成方法、
レポートの書き方などを学ぶ。
●授業内容・授業計画
共通したテキストを講読し、 毎回の報告とディスカッションを通して理解を深める。
第１回 ガイダンス ( 報告 ・ 発表スケジュールの決定 )
第２回 インターネットを通じた文献検索方法
第３回 社会学の基本文献を読む (1)
第４回 社会学の基本文献を読む (2)
第５回 社会学の基本文献を読む (3)
第６回 社会学の基本文献を読む (4)
第７回 社会学の基本文献を読む (5)
第８回 社会学の基本文献を読む (6)
第９回 社会学の基本文献を読む (7)
第１０回 社会学の基本文献を読む (8)
第１１回 社会学の基本文献を読む (9)
第１２回 社会学の基本文献を読む (10)
第１３回 レポートの書き方、 引用、 文献リストについて
第１４回 レポートの作成と提出について
●事前・事後学習の内容
事前学習 : 報告者はレジュメを用意してくること。 報告者以外の参加者は討議に参加する準備を整えてくること。
事後学習 : 議論となったさまざまな論点について、 自分なりのノートを作成し、 自らの研究展開に活かす。
●評価方法
適宜課されるミニレポート、 平常点 ( 出席と参加態度 )
学期末レポート
●受講生へのコメント
社会学コース新 2 回生を 2 つのグループに分け、 それぞれ a 組と b 組とする。 クラス分けは、 新年度始めに掲
示を行うので、 必ず確認すること。
●参考文献・教材
開講時に相談の上、 決定する。 参考書 : 随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会学演習Ⅰ a

LBSOC3208

授業コード

L221100010
単位数

Seminar in SociologyⅠ a
授業形態

担当教員名

演習

進藤 雄三

2単位

●科目の主題
現代社会学において、ギデンズに並び称されるバウマンの近年の著作を対象に、その数冊を選択した上で、
報告・発表形式で授業を行う。
●到達目標
以下の３点を目標とする。
１）バウマン理論の基本的理解。
２）現代社会における問題現象の理解。
３）その問題に対する、社会学的投影法と解釈法の理解。
●授業内容・授業計画
下記のスケジュールで講義を進めていく。
第１回 オリエンテーション
第２回 テキストに基づく報告と議論(1)
第３回 テキストに基づく報告と議論(2)
第４回 テキストに基づく報告と議論(3)
第５回 テキストに基づく報告と議論(4)
第６回 テキストに基づく報告と議論(5)
第７回 テキストに基づく報告と議論(6)
第８回 テキストに基づく報告と議論(7)
第９回 テキストに基づく報告と議論(8)
第10回 テキストに基づく報告と議論(9)
第11回 テキストに基づく報告と議論(10)
第12回 テキストに基づく報告と議論(11)
第13回 各自の問題関心に基づいた発表(1)
第14回 各自の問題関心に基づいた発表(2)
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：バウマンについて、ある程度検索しておく。
事後学習：バウマンの観察、とらえ方を自分のなかで再整理する。
●評価方法
平常点（出席・報告・議論）によって評価する。
●受講生へのコメント
現代社会の多様な、グローバルかつローカルな問題の問題性について、２０年近くにわたって
まさに「社会学的」論評を加え続けてきたバウマンの著作は、「社会学的」ではあるとはいえ、
硬派的読み物としても、刺激的かつ興味深く読むことができる。
●参考文献・教材
教材は、第１回の授業時に、決定する。予定対象文献は、『近代とホロコースト』(1989)、『新しい貧困』(1998)
『個人化社会』(2001)、『液状不安』(2000)、『アイデンティティ』(2004)『幸福論』(2008)などである。

授業科目名

科目NO.

社会学演習Ⅰ b

LBSOC3208

授業コード

L221100020
単位数

Seminar in SociologyⅠ b
授業形態

担当教員名

演習

伊地知 紀子

2単位

●科目の主題
エスニシティの社会学・コミュニティの社会学演習。エスニシティ論、共同性論、マイノリティ論、移動の社会学など
に関する国内外の最新文献を購読する。
●到達目標
文献を丹念に読み解くことにより、卒業論文のテーマを模索する。各自の関心に基づいた文献研究、資料収集を行い、報告と議
論をとおして社会学的発想力を身につける。
●授業内容・授業計画
第１回 ガイダンス
第２回 テキストに関する報告（１）
第３回 テキストに関する報告（２）
第４回 テキストに関する報告（３）
第５回 テキストに関する報告（４）
第６回 テキストに関する報告（５）
第７回 テキストに関する報告（６）
第８回 テキストに関する報告（７）
第９回 テキストに関する報告（８）
第１０回 テキストに関する報告（９）
第１１回 受講生による発表（１）
第１２回 受講生による発表（２）
第１３回 受講生による発表（３）
第１４回 レポート作成と提出
●事前・事後学習の内容
対象テキストを熟読すること。
●評価方法
平常点、ミニレポート、学期末レポート
●受講生へのコメント
2～3回生向けである。参加者には、討論への積極的参加が求められる。
●参考文献・教材
開講時に指示する。
参考書は適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会学演習Ⅱ a

LBSOC3209

授業コード

L221110010
単位数

Seminar in SociologyⅡ a
授業形態

担当教員名

演習

石田 佐恵子

2単位

●科目の主題
「文化社会学演習」
カルチュラル・スタディーズ、メディア文化研究、映像社会学などの国内外の最新の文献を読んでいく。
●到達目標
社会学的な概念を理解し、社会学論文を読みこなすことを目標とする。報告や討論を通じて、各自の問題関心を深める。さらに、
主体的な文献・情報収集能力、プレゼンテーション能力を身につけていくことを目標とする。
●授業内容・授業計画
主題に合致した共通のの文献を全員で購読し、担当者が報告する。その後、テキストを基礎として討議を行う。
第１回 ガイダンス
第２回 テキストに関する報告と討議（１）
第３回 テキストに関する報告と討議（２）
第４回 テキストに関する報告と討議（３）
第５回 テキストに関する報告と討議（４）
第６回 テキストに関する報告と討議（５）
第７回 テキストに関する報告と討議（６）
第８回 テキストに関する報告と討議（７）
第９回 テキストに関する報告と討議（８）
第１０回 テキストに関する報告と討議（９）
第１１回 テキストに関する報告と討議（１０）
第１２回 各自の関心に基づく発表（１）
第１３回 各自の関心に基づく発表（２）
第１４回 各自の関心に基づく（３）
第１５回 レポート作成と提出について
●事前・事後学習の内容
事前学習：報告者は、担当部分に関するレジュメを作成する。参加者は、事前に該当箇所を読んでおく。
事後学習：報告者・参加者ともに、討議過程での論点を整理・確認しておく。
●評価方法
平常点（出席と参加態度）、ミニレポート、学期末レポート
●受講生へのコメント
３〜４回生向けである。現代文化、メディア文化研究に特に関心を持つ者、大学院進学を希望する者の受講を歓迎する。
ただし、希望者が10人を超えるときには人数調整を行うことがある。
●参考文献・教材
教科書：開講時に指示する。
参考書：随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会学演習Ⅱ b

LBSOC3209

授業コード

L221110020
単位数

Seminar in SociologyⅡ b
授業形態

担当教員名

演習

進藤 雄三

2単位

●科目の主題
医療社会学、福祉社会学と犯罪学・逸脱研究の交錯領域に位置する基本文献を対象に、報告・発表形式で授業を行う。
●到達目標
以下の３点の理解を到達目標とする。
1）医療社会学、福祉社会学、および逸脱・犯罪学研究の概要を理解する。
2) 「医療化」および「犯罪化」の概念を理解する。
3) 医療、福祉、逸脱・犯罪領域の歴史と現状の概要を理解する。
●授業内容・授業計画
第１回 オリエンテーション
第２回 テキストに基づく報告と議論(1)
第３回 テキストに基づく報告と議論(2)
第４回 テキストに基づく報告と議論(3)
第５回 テキストに基づく報告と議論(4)
第６回 テキストに基づく報告と議論(5)
第７回 テキストに基づく報告と議論(6)
第８回 テキストに基づく報告と議論(7)
第９回 テキストに基づく報告と議論(8)
第10回 テキストに基づく報告と議論(9)
第11回 テキストに基づく報告と議論(10)
第12回 テキストに基づく報告と議論(11)
第13回 各自の関心に基づく発表(1)
第14回 各自の関心に基づく発表(2)
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：参考文献に挙げられた書籍、著者についての情報を確認しておくこと。
事後学習：それぞれの授業後に、論点を整理しておくこと。
●評価方法
平常点（報告・発表・討論）によって評価する。
●受講生へのコメント
テキストの一つに掲げた『刑務所処遇の社会学』は、女性服役者を対象としており、ジェンダー論との関係も含まれて
います。
他のテキストは、現象学の観点からの研究と、「死と死別」の社会学と医療社会学の交錯領域の研究になります。
●参考文献・教材
平井秀幸『刑務所処遇の社会学』(2015)世織書房
ムーア,D.,『刑事司法における薬物処遇の社会学』
村上靖彦『摘便とお花見』(2013)医学書院
西村ユミ『看護師たちの現象学』(2014)青土社
田代志門『死にゆく過程を生きる』(2016）世界思想社
澤井敦・有末賢編『死別の社会学』(2015)青弓社

授業科目名

科目NO.

社会学演習Ⅲ a

LBSOC3210

授業コード

L221120010
単位数

Seminar in SociologyⅢ a
授業形態

担当教員名

演習

川野 英二

2単位

●科目の主題
社会的ネットワークとコミュニティ意識の社会学
●到達目標
社会的ネットワークとコミュニティ意識に関するデータ収集と分析の方法を学び、実際のデータ解析を行なって報告書・論文をど
のように作成するかを学ぶ。
●授業内容・授業計画
大阪の住民を対象とした調査データをもちいて、社会的ネットワークとコミュニティ意識に関するデータの分析方法を
学び、報告書・論文の作成方法を身につける。
第１回 ガイダンス
第２回 調査データの検討
第３回 調査データの検討
第４回 データ分析の基礎
第５回 データ分析の基礎
第６回 データ分析の基礎
第７回 社会的ネットワークの分析
第８回 社会的ネットワークの分析
第９回 社会的ネットワークの分析
第１０回 社会意識の分析
第１１回 社会意識の分析
第１２回 社会意識の分析
第１３回 コミュニティの分析
第１４回 コミュニティの分析
第１５回 コミュニティの分析
●事前・事後学習の内容
事前学習：課題の準備を行なう。
事後学習：データの分析を行なう。
●評価方法
授業参加態度、課題報告で評価する。
●受講生へのコメント
本授業は、人間行動学データ解析法Ⅰ・Ⅱ、社会調査法、社会学データ解析法、および社会学実習ⅠbとⅡbを履修して
いる者向けである。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3211

授業コード

社会学演習Ⅳ a

L221130010
単位数

Seminar in SociologyⅣ a
授業形態

担当教員名

演習

石田 佐恵子

2単位

●科目の主題
卒業論文の主題設定、調査や資料収集の設計、論述方法などを総合的に学ぶ。
●到達目標
卒業論文の主題を確定し、最終学年における年間研究の計画を立てる。
●授業内容・授業計画
関連分野における社会学の共通テキストを参照し、各自の問題意識にそった発表を行う。
第１回 オリエンテーション
第２回 受講生による報告（主題と問題意識）
第３回 受講生による報告（主題と問題意識）
第４回 受講生による報告（主題と問題意識）
第５回 受講生による報告（主題と問題意識）
第６回 受講生による報告（主題と問題意識）
第７回 受講生による報告（主題と問題意識）
第８回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第９回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１０回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１１回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１２回 上回生による卒業論文報告
第１３回 上回生による卒業論文報告
第１４回 主題の確定と企画書の書き方
第１５回 卒業論文作成に向けて
●事前・事後学習の内容
事前学習：レジュメを作成する。
事後学習：指摘された点を確認する。
●評価方法
平常点（出席と参加態度、レジュメ）
学期末レポート
●受講生へのコメント
社会学コースの3回生を5つのクラスに分け、それぞれａ組～e組とする。クラス分けは、後期学期の履修登録時に掲示
するので、履修前に必ず確認すること。なお、a組の専門分野は、文化の社会学、メディア研究、感情と身体の社会学、
知識社会学などである。
●参考文献・教材
参考書: 『メディアの卒論 第2版』ミネルヴァ書房、『よくわかる卒論の書き方 第2版』ミネルヴァ書房、他、随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会学演習Ⅳ b

LBSOC3211

授業コード

L221130020
単位数

Seminar in SociologyⅣ b
授業形態

担当教員名

演習

伊地知 紀子

2単位

●科目の主題
卒業論文の主題設定、調査や資料収集の設計、論述方法などを総合的に学ぶ。
●到達目標
卒業論文の主題を確定し、最終学年における年間研究の計画を立てる。
●授業内容・授業計画
関連分野における社会学の共通テキストを参照し、各自の問題意識にそった発表を行う。
第１回 ガイダンス
第２回 受講生による報告（主題と問題意識）
第３回 受講生による報告（主題と問題意識）
第４回 受講生による報告（主題と問題意識）
第５回 受講生による報告（主題と問題意識）
第６回 受講生による報告（主題と問題意識）
第７回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第８回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第９回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１０回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１１回 上回生による卒業論文報告
第１２回 上回生による卒業論文報告
第１３回 主題の確定と企画書の書き方
第１４回 卒業論文作成に向けて
●事前・事後学習の内容
事前学習：報告者はレジュメを用意してくること。報告者以外の参加者は討議に参加する準備を整えてくること。
事後学習：議論となったさまざまな論点について、自分なりのノートを作成し、自らの研究展開に活かす。
●評価方法
平常点（出席と参加態度、レジュメ）
学期末レポート
●受講生へのコメント
社会学コースの3回生を5つのクラスに分け、それぞれａ組～e組とする。クラス分けは、後期学期の履修登録時に掲示
するので、履修前に必ず確認すること。なお、ｂ組の専門分野は、「エスニシティの社会学」「地域研究」「生活世界の
社会学」などである。
●参考文献・教材
参考書：随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会学演習Ⅳ c

LBSOC3211

授業コード

L221130030
単位数

Seminar in SociologyⅣ c
授業形態

担当教員名

演習

川野 英二

2単位

●科目の主題
卒業論文の主題設定、調査や資料収集の設計、論述方法などを総合的に学ぶ。
●到達目標
卒業論文の主題を確定し、最終学年における年間研究の計画を立てる。
●授業内容・授業計画
関連分野における社会学の共通テキストを参照し、各自の問題意識にそった発表を行う。
第１回 ガイダンス
第２回 受講生による報告（主題と問題意識）
第３回 受講生による報告（主題と問題意識）
第４回 受講生による報告（主題と問題意識）
第５回 受講生による報告（主題と問題意識）
第６回 受講生による報告（主題と問題意識）
第７回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第８回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第９回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１０回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１１回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１２回 上回生による卒業論文報告
第１３回 上回生による卒業論文報告
第１４回 主題の確定と企画書の書き方
第１５回 卒業論文作成に向けて
●事前・事後学習の内容
報告に向けた文献の熟読、整理、考察をしっかりおこなうこと。事後には議論を受けた要点の整理、課題に関する文献
のフォローやデータの収集をしっかりおこなうこと。
●評価方法
平常点（出席と参加態度、レジュメ）
学期末レポート
●受講生へのコメント
社会学コースの3回生を5つのクラスに分け、それぞれａ組～e組とする。クラス分けは、後期学期の履修登録時に掲示
するので、履修前に必ず確認すること。なおc組は、主に現代のさまざまな社会問題に関するテーマを実証的に研究する。
手堅い方法論と分析技術の習得と鍛錬を厭わない受講生を期待する。
●参考文献・教材
教科書：開講時に指示する。
参考書：『よくわかる卒論の書き方 第2版』ミネルヴァ書房、他、随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会学演習Ⅳ d

LBSOC3211

授業コード

L221130040
単位数

Seminar in SociologyⅣ d
授業形態

担当教員名

演習

笹島 秀晃

2単位

●科目の主題
卒業論文の主題設定、調査や資料収集の設計、論述方法などを総合的に学ぶ。
●到達目標
卒業論文の主題を確定し、最終学年における年間研究の計画を立てる。
●授業内容・授業計画
関連分野における社会学の共通テキストを参照し、各自の問題意識にそった発表を行う。
第１回 ガイダンス
第２回 受講生による報告（主題と問題意識）
第３回 受講生による報告（主題と問題意識）
第４回 受講生による報告（主題と問題意識）
第５回 受講生による報告（主題と問題意識）
第６回 受講生による報告（主題と問題意識）
第７回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第８回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第９回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１０回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１１回 受講生による報告（調査や資料収集の設計）
第１２回 上回生による卒業論文報告
第１３回 上回生による卒業論文報告
第１４回 主題の確定と企画書の書き方
第１５回 卒業論文作成に向けて
●事前・事後学習の内容
【事前学習】講義で配布された文献や資料を読むこと
【事後学習】卒論の構想のために、自身で、資料収集を行い文献を読み進めること
●評価方法
平常点（出席と参加態度、レジュメ）、学期末レポート
●受講生へのコメント
社会学コースの3回生を5つのクラスに分け、それぞれａ組～e組とする。クラス分けは、後期学期の履修登録時に掲示
するので、履修前に必ず確認すること。なおe組では、都市や地域の諸問題、くわえて文化に関する実証研究をテーマと
する。
●参考文献・教材
【講読予定の文献】中筋直哉・五十嵐泰正，2013，『よくわかる都市社会学』ミネルヴァ書房.戸田山和久，2012，『新版 論文の教
室－レポートから卒論まで』NHK出版.

授業科目名

科目NO.

社会学特論Ⅰ

LBSOC3212

授業コード

L221140010
単位数

Specific Issues in SociologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

石田 佐恵子

2単位

●科目の主題
主たるテーマ：「越境する文化の社会学」
●到達目標
社会学特論１では、「越境する文化の社会学」「トランスナショナル時代の文化越境」に関連する理論や事例を紹介する。受講生
は、まず、トピックで扱う概念や理論への理解を深める。授業の後半では、グループディスカッションや個人の関心に基づく発表も
行う予定であり、期末レポートの作成に向けて、受講生各自が自身の関心を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
第１回 ガイダンス
第２〜４回 トランスナショナルな文化現象を捉える社会学理論について
第５〜８回 個別のトピックについての研究事例を紹介する
第９〜11回 大学院教育実習生担当 実習生の研究テーマに基づく講義
第12〜14回 受講生による研究発表
第15回 レポートの作成と提出について
●事前・事後学習の内容
受講生には、毎回の予習と復習、インターネットの積極的な活用など、熱心な参加を求める。
事前学習：指示された参考文献や映像資料などに目を通してくる。必要に応じてノートを作成すること。
事後学習：ミニレポートの自己評価、ディスカッションの振り返り学習が必須である。
●評価方法
講義時に毎回ミニレポート、あるいは、ディスカッション報告を作成して提出する。期末レポートの準備報告とレポー
トを評価する。
●受講生へのコメント
ディスカッションを行う形式の授業であるため、40名程度の規模が望ましい。履修希望学生が多い場合には人数制限を
行う。
大阪市立大学文学部 人間行動学科社会学コースでは、H30(2018)年度より専門科目表を変更しました。社会学特論は、
H30(2018)年度以降の入学生にとっては、人間行動学科の「選択必修科目」ではなく「自由科目」となるので注意するこ
と。
●参考文献・教材
教科書：開講時に指示する。
参考書：随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会学特論Ⅱ

LBSOC3213

授業コード

L221150010
単位数

Specific Issues in SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

笹島 秀晃

2単位

●科目の主題
20世紀の都市における文化生産（とくに絵画や彫刻などのアート領域）の制度変化を検討する。アートの制度とは、作
品の生産・流通・受容の安定的なやり取りを成り立たせる、個人や組織の活動・物質的資源・慣習などのシンボリックな
要素からなる。20世紀においてはアートの制度形成の中心的領域が、市民社会（都市富裕層）から国家へ移行したと考え
られる。講義では、この制度変化の過程を、都市の具体的な事例を紹介しながら議論していく。
●到達目標
・20世紀の都市変化に関する社会学的分析を理解する
・アートの制度について理解を深める
●授業内容・授業計画
講義は下記のスケジュールで行う。
第１回 ガイダンス
第２回 都市文化と制度
第３回 アートの社会学における組織・制度論の系譜
第４回 ２０世紀後半のアートの制度変化："institutianal funders"の登場
第５回 スクリーニング（『ヘンリー・ゲルツァーラー ポップ・アートに愛された男』）
第６回 ニューヨークにおけるアートの制度変化の概要：1940年から1970年まで①
第７回 ニューヨークにおけるアートの制度変化の概要：1940年から1970年まで②
第８回 1960年代アメリカにおける"institutional funders"の登場：全米芸術基金と民間財団
第９回 ミュージアムの組織変化：Museum of Modern Artの場合①
第１０回 ミュージアムの組織変化：Museum of Modern Artの場合①
第１１回 アートを活用する都市計画の登場：SoHo地区の事例①
第１２回 アートを活用する都市計画の登場：SoHo地区の事例②
第１３回 オルタナティブ・スペースの組織化①
第１４回 オルタナティブ・スペースの組織化②
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
【事前学習】参考文献を読むこと
【事後学習】授業で配布した資料を復習すること。
●評価方法
期末レポート（100％）
●受講生へのコメント
●参考文献・教材
【参考文献】
Antonio, Emile De, 1984, Painters Painting: A Candid History of the Modern Art Scene, 1940-1970, New York : Abbeville Press.
（＝1997，林道郎訳『現代美術は語るーニューヨーク・1940-1970』青土社.）
Becker, Howard, 1982, Art Wrold, Berkley: University of California Press.（=2016,

授業科目名

科目NO.

社会学特講Ⅰ

LBSOC3214

授業コード

L221160010
単位数

Special Lecture on SociologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

林 美帆

2単位

●科目の主題
日本の公害と被害者運動
●到達目標
日本で生じた公害を通じて、環境運動の変化を学習する。市民としての権利と運動の関係を理解する。
●授業内容・授業計画
以下の事項について、配布資料を用いながら授業を行う。
参加型学習の教材を用いて行う場合もあるので、その際は積極的に参加すること。
第1回 環境社会学とは
第2回 公害が起きる背景 被害構造論
第3回 戦前の公害
第4回 水俣病（熊本）
第5回 水俣病（新潟）
第6回 イタイイタイ病
第7回 大気汚染（１）
第8回 大気汚染（２）
第9回 大気汚染（３）
第10回 公害地域再生（１）
第11回 公害地域再生（２）
第12回 公害地域再生（３）
第13回 ＳＤＧｓと権利ベースアプローチ
第14回 公害資料館ネットワーク
第15回 定期試験
●事前・事後学習の内容
授業時に指示をする、事前学習としてレポートを課すこともある。
●評価方法
定期試験60％
授業小テスト20％
小レポート20％
●受講生へのコメント
授業内容にも記しましたが、参加型学習を組み合わせて授業を行う。恥ずかしがらずにロールプレイなどに参加するこ
と。授業内容は前後することもある。
●参考文献・教材
授業時に適宜に配布する。
＜参考図書＞ 宮本憲一『戦後日本公害史論』岩波書店、２０１４年

授業科目名

科目NO.

LBSOC3215

社会学特講Ⅱ

授業コード

L221170010
単位数

Special Lecture on SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

村上 あかね

2単位

●科目の主題
日本の人口は徐々に減少しており、あなたが将来どのような生き方を目指すとしても、人口減少の影響は避けて通れな
い。なぜ日本の人口は減少したのか。私たちの人生にはどのような影響があるのか。私たちはどうしたらいいのだろうか。
本授業の目的は、少子高齢化の原因と影響を理解し、それに対してさまざまな立場からアプローチすることを通じて、現
代日本社会の課題について分析・考察・解決策を提言することを目的とする。
●到達目標
以下の3点を授業の目標として設定する。
1.統計データや身の周りの観察をもとに、人口動態を適切に把握できる。
2 社会学・経済学・人口学の理論を用いて、少子高齢化のメカニズムを理解・説明できる。
3 私たちが直面する課題の解決策を考えることができるようになる。
●授業内容・授業計画
第1回 イントロダクション：超高齢・多死社会の到来と課題
第2回 日本の人口動態の推移
第3回 団塊の世代と消費社会・マイホーム主義の成立
第4回 未婚化・晩婚化の実態
第5回 セクシュアルマイノリティと少子化
第6回 女性の社会進出と未婚化・晩婚化～女性解放運動と「結婚の経済学」
第7回 若者の離家と親子関係
第8回 日本型企業社会の成立と変容
第9回 日本の家事育児にまつわる「神話」
第10回 家族の変化と社会保障の切り下げ
第11回 地方創生の課題と自治体の役割
第12回 コミュニティの課題と新しい取り組み
第13回 空家問題と住宅政策
第14回 外国人労働者と移民
第15回 まとめ：あなた自身の将来を考える
●事前・事後学習の内容
１）簡単な社会調査の実践（自分の身の回りで人口減少・少子高齢化を感じる事象を観察する。家族や友人・知人に尋
ねる。）
2）新聞やニュース、論文や本を読んだり見てレポートの準備をし、執筆する。
3）授業の内容に関係する映画を紹介するので、鑑賞する。
●評価方法
レポート100％。学部生は図表込で3,000～4,500字程度。
●受講生へのコメント
この授業ではアクティブラーニングを取り入れながら主体的に学ぶため、積極的な受講態度を歓迎する。図表を含めた
レポートの書き方については要望があれば答えるので、遠慮なく質問してほしい。家族やジェンダー、労働に関する授業
の受講経験があれば望ましい。
●参考文献・教材
教科書は指定しない。
参考文献は、宮本みち子・大江守之，2017，『人口減少社会の構想』放送大学教育振興会のほか、授業中に適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

社会調査法

LBSOC3217

授業コード

L221190010
単位数

Methods of Social Research
授業形態

担当教員名

講義

川野 英二

2単位

●科目の主題
社会調査によって資料やデータを収集し、分析しうる形にまで整理していく具体的な方法について学習する。
●到達目標
調査目的と調査方法、調査方法の決め方、調査設計と企画、仮説構成、サンプリングの方法、調査票の作成・質問文の作り方、
調査の実施方法、調査データの整理などについて解説し、「いい加減」な調査をおこなったり「いい加減」な調査のデータにだまさ
れたりしないようになることが本講義の目標である。
●授業内容・授業計画
授業は教科書にもとづきすすめ、補足的な内容を説明する。この授業のなかで自分の研究テーマ・研究計画を具体的に
考える。
第１回 社会調査の意義
第２回 社会調査の歴史
第３回 社会調査の目的と方法
第４回 調査方法の決め方
第５回 調査の設計と企画
第６回 仮説の構築
第７回 量的調査の意義
第８回 量的調査の方法（1）：サンプリング
第９回 量的調査の方法（2）：調査票の作成
第１０回 量的調査の方法（3）：調査票の配布と回収
第１１回 量的調査の方法（4）：データの整理
第１２回 質的調査の意義
第１３回 質的調査の方法と注意点
第１４回 質的データの取り扱い
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：教科書の該当部分を読む。
事後学習：ノートを整理して、新しい用語の理解を深める。
●評価方法
平常点・期末試験
●受講生へのコメント
本講義は、社会調査士資格認定Ｂ科目である。
３年次の実習、４年次の卒業論文のために必要となる科目なので、社会学コース生は必ず前期開講の「社会学研究法Ⅰ」
と後期開講の「社会調査法」を通年で履修すること。
教科書は必ず購入すること。
●参考文献・教材
【教科書】
轟亮ほか『入門・社会調査法―2ステップで基礎から学ぶ［第3版］』法律文化社、2017年
【参考書】
佐藤郁哉 『社会調査の考え方 上下』 東京大学出版会、2015年

授業科目名

科目NO.

社会学データ解析法

LBSOC3218

授業コード

L221200010
単位数

Data Analysis for Sociology
授業形態

担当教員名

講義／演習

川野 英二

2単位

●科目の主題
社会調査データの計量分析の基礎を学ぶ
●到達目標
計量論文を読み書きするために必要な多変量解析の基本的な技法を習得する。
●授業内容・授業計画
授業は統計ソフトウェアRとRStudioを使用し、実習形式でおこなう。授業では、各分析について説明したのち、ソフト
ウェアを用いて実際にデータを分析する。この授業は、社会調査士（E）科目として認定を受ける予定である。なお、本
授業を履修するさいには、「人間行動学データ解析IおよびII」を履修済みであること。
第１回 統計ソフトRとRStudioの基本的な使用法 1
第２回 統計ソフトRとRStudioの基本的な使用法 2
第３回 統計学の復習1
第４回 統計学の復習2
第５回 回帰分析の基礎と実践
第６回 重回帰分析の基礎
第７回 重回帰分析の実践
第８回 交互作用効果
第９回 モデルの診断（多重共線性や残差の分布のチェック）
第１０回 モデルの選択（AICとステップワイズ法）
第１１回 ロジスティック回帰分析の基礎
第１２回 ロジスティック回帰分析の実践
第１３回 主成分分析
第１４回 対応分析
第１５回 その他の分析
●事前・事後学習の内容
事前学習：テキスト・参考書の該当箇所を読む。
事後学習：課題をおこなう。
●評価方法
平常点
課題の提出
●受講生へのコメント
ソフトの操作に習熟するまでにやや時間はかかるが、自宅学習を重ねて根気強く続けること。
社会学コースの学生で「人間行動学データ解析IおよびII」を履修済みであること。
●参考文献・教材
【テキスト・資料】授業中に配布する。
【参考書】永吉希久子『行動科学の統計学：社会調査のデータ解析』共立出版 2016年
小杉考司『言葉と数式で理解する多変量解析入門』北大路書房 2018年

授業科目名

科目NO.

心理学概論Ⅰ

LBPSY3201

授業コード

L222010010
単位数

Introduction to PsychologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

池上 知子

2単位

●科目の主題
近年、心理学は著しい発展を遂げ、研究の領域も大きく広がった。本授業では、心理学の発展の背景にある時代精神、
心理学の対象、方法などの歴史的変遷を知ることにより、心理学の全般的理解を促し、今後の方向やあるべき姿を考える。
●到達目標
主として心理学コースの学生が心理学の全体像を把握し、心理学の各専門分野を学ぶための基礎知識を習得できるようにする。
●授業内容・授業計画
20世紀初頭から現代に至る心理学の主要な潮流とその成果を学ぶ。すなわち、フロイトによって創設された精神分析学、
アメリカにおける行動主義、そしてドイツに生まれたゲシュタルト心理学について、それぞれの分野における現在の研究
課題と関連づけながら概説する。授業計画はおよそ以下の通りとなる。
第１回 心理学とは何か―科学と常識―
第２回 心理学の方法論―科学としての心理学―
第３回 ヴントの心理学―実験心理学の誕生―
第４回 精神物理測定学―主観と客観―
第５回 精神分析学の誕生
第６回 精神分析学の展開
第７回 精神分析学の功罪―多重人格障害の治療をめぐって―
第８回 行動主義心理学とは―パブロフの犬―
第９回 行動主義心理学―ワトソンによる恐怖条件づけ実験―
第１０回 行動主義心理学の展開―スキナーボックス―
第１１回 行動主義心理学の功罪―兵士はいかに戦わされてきたか―
第１２回 行動主義を超えて―試行錯誤か直観か―
第１３回 ゲシュタルト心理学とは
第１４回 認知主義の台頭―認知革命―
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
前週の授業時に次回の講義に関するプリント資料を配布し、事前に目を通しておくように指示する。講義内容の発展的
理解を促すために参考図書を紹介し、学期末までに読んでおくように指示する。
●評価方法
主として学期末に行う試験の成績によって評価する。
●受講生へのコメント
心理学の研究方法への理解を深めるため、授業終了時にさまざまな質問紙調査への協力を依頼したり、授業時間外に行
われる実験への参加を要請することがある。受講生は積極的に参加してほしい。
なお、本科目は、公認心理師科目「心理学概論」に対応している。
●参考文献・教材
大山正（著）（2010） 『心理学史―現代心理学の生い立ち―』 サイエンス社
北尾倫彦他（著）(1997) 『グラフィック心理学』 サイエンス社
無藤隆他（著）（2018） 新版『心理学』 有斐閣

授業科目名

科目NO.

心理学概論Ⅱ

LBPSY3202

授業コード

L222020010
単位数

Introduction to PsychologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

池上 知子

2単位

●科目の主題
本授業では、心理学概論Ⅰに続いて、心理学の対象、方法などの歴史的変遷を追い、現代心理学の源流を知ることによ
り、心理学全般への理解を促し、今後の方向やあるべき姿を考える。
●到達目標
主として心理学コースの学生が心理学の全体像を把握し、心理学の各専門分野を学ぶための基礎知識を習得できるようにする。
●授業内容・授業計画
20世紀に独自の発展を遂げた認知心理学、社会心理学、性格心理学、発達心理学の各分野の成立と展開について概説す
る。また、脳研究及び動物研究と心理学の関係に触れながら、心の起源について考える。授業計画はおよそ以下の通りと
なる。
第１回 心とは何か
第２回 認知心理学―知覚研究の展開―
第３回 認知心理学―記憶研究の展開―
第４回 認知心理学―推論と判断第５回 認知心理学―社会的認知研究の登場―
第６回 社会心理学の源流―状況の力―
第７回 社会心理学の進展
第８回 社会心理学の最近の動向―ミクロとマクロ―
第９回 個人差の心理学―性格の個人差―
第１０回 個人差の心理学―知能の個人差―
第１１回 発達心理学―性格形成―
第１２回 発達心理学―知能の発達―
第１３回 心理学と脳研究
第１４回 動物研究と心理学―進化心理学の源流―
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
前週の授業時に次回の講義に関するプリント資料を配布し、事前に目を通しておくように指示する。講義内容の発展的
理解を促すために参考図書を紹介し、学期末までに読んでおくように指示する。
●評価方法
主として学期末に行う試験の成績により評価する。
●受講生へのコメント
心理学の研究方法への理解を深めるため、授業終了時にさまざまな質問紙調査への協力を依頼したり、授業時間外に行
われる実験への参加を要請することもある。受講生は積極的に参加してほしい。
なお、本科目は、公認心理師科目「心理学概論」に対応している。
●参考文献・教材
大山正（著）（2010） 『心理学史―現代心理学の生い立ち―』 サイエンス社
北尾倫彦他（著）（1997） 『グラフィック心理学』 サイエンス社
無藤隆他（著）（2018） 新版『心理学』 有斐閣

授業科目名

科目NO.

心理学研究法Ⅰ

LBPSY3203

授業コード

L222030010
単位数

Research Methods for PsychologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

山 祐嗣

2単位

●科目の主題
心理学の研究を行う際に必要になる実験・調査の計画やデータの解析の方法、すなわち心理学における方法論の問題を
概説する。
●到達目標
研究論文を読んで問題点を見つけ、その問題点を解決できるような実験・調査能力の基礎となる知識やスキルを習得することを
目標とする。実験・調査を遂行するための計画法と、得られたデータから何がいえるかという科学的な思考能力が求められる。
●授業内容・授業計画
講義は概ね以下の内容で行われる。
第１回 科学的・実証的方法とは：心理学実験
第２回 科学的・実証的方法とは：調査法
第３回 実験と観察
第４回 実証の手続き：心理学実験
第５回 実証の手続き：調査法
第６回 調査の設計：サンプリングなど
第７回 調査の設計における独立変数の操作
第８回 実験計画における独立変数の操作
第９回 実験における従属変数と測定
第１０回 調査法における従属変数と測定
第１１回 質問紙による調査：調査票の構成と質問文の作り方(1)
第１２回 質問紙による調査：調査票の構成と質問文の作り方(2)第１３回 実験室実験の研究法上の問題
第１４回 調査の研究法上の問題
第１５回 心理学に特有の研究法上の問題
●事前・事後学習の内容
基本的に教科書である『心理学研究法』に沿って授業を行いますので、それを読んで予習・復習をしてください。
●評価方法
期末試験の成績による。
●受講生へのコメント
自分の研究テーマについての論文を読んだとき、独立変数の操作や従属変数の測定法などに留意する。なお、この科目
は公認心理師科目となっている。
●参考文献・教材
教科書：高野陽太郎・岡 隆(編) 『心理学研究法』有斐閣 2004
参考書：伊藤正人『心理学研究法入門：行動研究のための研究計画とデータ解析』昭和堂2006
森 敏昭・吉田寿夫(編著)『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』北大路書房1990

授業科目名

科目NO.

心理学研究法Ⅱ

LBPSY3204

授業コード

L222040010
単位数

Research Methods for PsychologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

山 祐嗣

2単位

●科目の主題
心理学研究法Ⅰで習得した知識・スキルをさらに発展させるべく、心理学の研究を行う際に必要になる実験・調査の計
画やデータの解析の方法を概説する。
●到達目標
研究論文を読んで問題点を見つけ、その問題点を解決できるような実験・調査能力の基礎となる知識やスキルを習得することを
目標とする。実験・調査を遂行するための計画法と、得られたデータから何がいえるかという科学的な思考能力が求められる。
●授業内容・授業計画
講義は概ね以下の内容で行われる。
第１回 はじめに(既存の知識の確認)
第２回 調査法(1)：調査票の構成と質問文の作り方
第３回 調査法(2)：調査票の配布と回収
第４回 調査法(3)：実施の方法など
第５回 観察法(1)：実施の方法など
第６回 観察法(2)：実施の方法など
第７回 検査法：実施の方法など
第８回 研究の実施：実験室実験
第９回 研究の実施：調査法
第１０回 調査データの整理および統計的分析(1)
第１１回 調査データの整理および統計的分析(2)
第１２回 調査データの整理および統計的分析(3)
第１３回 実験データの統計的分析
第１４回 実験データ・調査データの結果の解釈
第１５回 実験的研究報告・調査報告
●事前・事後学習の内容
基本的に、教科書である『心理学研究法』に沿って授業を行います。それで予習と復習を行ってください。
●評価方法
仮想の実験データについてのレポートによって評価する。
●受講生へのコメント
自分の研究テーマについての論文を読んだとき、研究の方法論、データ分析の方法などに留意する。なお、この科目は
公認心理師科目となっている。
●参考文献・教材
教科書：高野陽太郎・岡 隆(編) 『心理学研究法』有斐閣 2004
参考書：伊藤正人『心理学研究法入門：行動研究のための研究計画とデータ解析』 昭和堂 2006
森 敏昭・吉田寿夫(編著)『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』 北大路書房 1990

授業科目名

科目NO.

LBPSY3205

心理学実験演習Ⅰ（心理学実験）
Psychological Experiments I
授業形態

担当教員名

実験

川邉 光一、田中 宏明

授業コード

L222050010
単位数

2単位

●科目の主題
心理学の代表的な実験・調査をとりあげ、それらの実験方法・調査方法、データ獲得の手順、結果の統計的な処理方法
などを学ぶ。
●到達目標
心理学の基礎的な研究法を理解し習得すると同時に、実験を通じて科学的なものの考え方を身につける。
●授業内容・授業計画
実験演習ⅠとⅡを通して約10種の実験課題を行い、原則として毎回レポートの提出を義務づける。すべての実験につい
ての出席とレポート提出を単位取得の最低要件とする。実験演習ⅠとⅡは時限をまたぎ連続して行うので、同じ学年度に
履修すること。実験の順序は入れ替わることがある。
第１回 オリエンテーション
第２回 実験(1)（ミュラー・リヤーの錯視）
第３回 実験(2)（重さの弁別閾）
第４回 実験(3)（オペラント条件づけ）
第５回 実験(4)（重さの感覚尺度）
第６回 実験(5)（要求水準）
第７回 実験(6)（一対比較による好悪の尺度化）
第８回 実験(7)（両側性転移）
第９回 実験(8)（質問紙による性格の測定）
第10回 実験(9)（社会的態度尺度の構成Ⅰ）
第11回 実験(10)（行動の生理学的基盤）
第12回 実験(11)（記憶：系列位置効果）
第13回 実験(12)（判断に及ぼす社会的影響）
第14回 実験(13)（社会的態度尺度の構成Ⅱ）
●事前・事後学習の内容
授業当日に予定される実験について、テキストを通じ事前に大まかな内容を理解しておくこと。返却されたレポートを
通じて、レポートの内容や書き方などについて再学習を行い、以降のレポート執筆に生かしてほしい。
●評価方法
実験課題ごとに課されるレポートを基準に評価を行う。未提出のレポートがある場合は、評価の対象外となるので注意
すること。
●受講生へのコメント
レポートや論文の執筆技術は、執筆を繰り返すことによって向上する。この演習を通じて、心理学における研究手法の
みでなく、これらの技術についてもしっかりと習得し、研究演習Ⅰ・Ⅱや卒業論文に生かしてもらいたい。
なお、本科目は公認心理師科目「心理学実験」に対応している。
●参考文献・教材
テキスト 心理学実験指導研究会編 『実験とテスト＝心理学の基礎』実習編、解説編 培風館
参考書 課題ごとに随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

LBPSY3206

心理学実験演習Ⅱ（心理学実験）
Psychological Experiments II
授業形態

担当教員名

実験

川邉 光一、田中 宏明

授業コード

L222060010
単位数

2単位

●科目の主題
心理学の代表的な実験・調査をとりあげ、それらの実験方法・調査方法、データ獲得の手順、結果の統計的な処理方法
などを学ぶ。
●到達目標
心理学の基礎的な研究法を理解し習得すると同時に、実験を通じて科学的なものの考え方を身につける。
●授業内容・授業計画
実験演習ⅠとⅡを通して約10種の実験課題を行い、原則として毎回レポートの提出を義務づける。すべての実験につい
ての出席とレポート提出を単位取得の最低要件とする。実験演習ⅠとⅡは時限をまたぎ連続して行うので、同じ学年度に
履修すること。実験の順序は入れ替わることがある。
第１回 オリエンテーション
第２回 実験(1)（ミュラー・リヤーの錯視）
第３回 実験(2)（重さの弁別閾）
第４回 実験(3)（オペラント条件づけ）
第５回 実験(4)（重さの感覚尺度）
第６回 実験(5)（要求水準）
第７回 実験(6)（一対比較による好悪の尺度化）
第８回 実験(7)（両側性転移）
第９回 実験(8)（質問紙による性格の測定）
第10回 実験(9)（社会的態度尺度の構成Ⅰ）
第11回 実験(10)（行動の生理学的基盤）
第12回 実験(11)（記憶：系列位置効果）
第13回 実験(12)（判断に及ぼす社会的影響）
第14回 実験(13)（社会的態度尺度の構成Ⅱ）
●事前・事後学習の内容
授業当日に予定される実験について、テキストを通じ事前に大まかな内容を理解しておくこと。返却されたレポートを
通じて、レポートの内容や書き方などについて再学習を行い、以降のレポート執筆に生かしてほしい。
●評価方法
実験課題ごとに課されるレポートを基準に評価を行う。未提出のレポートがある場合は、評価の対象外となるので注意
すること。
●受講生へのコメント
レポートや論文の執筆技術は、執筆を繰り返すことによって向上する。この演習を通じて、心理学における研究手法の
みでなく、これらの技術についてもしっかりと習得し、研究演習Ⅰ・Ⅱや卒業論文に生かしてもらいたい。
なお、本科目は公認心理師科目「心理学実験」に対応している。
●参考文献・教材
テキスト 心理学実験指導研究会編 『実験とテスト＝心理学の基礎』実習編、解説編 培風館
参考書 課題ごとに随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

LBPSY3301

授業コード

心理学研究演習Ⅰ

L222070010
単位数

Research Seminar in Psychology I
授業形態

担当教員名

演習

山 祐嗣、池上 知子、川邉 光一、佐伯 大輔

2単位

●科目の主題
卒業論文作成の前段階として、各自で設定したテーマに基づいた研究を計画・実施し、その成果を論文（レポート）と
してまとめるまでの一連の過程を実践する。この研究演習は、「心理学実験演習Ⅰ・Ⅱ」並びに「心理学研究法Ⅰ・Ⅱ」
で習得した基礎的事項や研究方法に関する知識を前提とする。
●到達目標
心理学の論文を作成するために必要な文献の検索、実験・調査の計画、実験・調査の実施、データ解析など、実証科学としての
心理学の思考法と技能の習得を目標とする。
各自の卒業論文に関連するテーマを取り上げることが望ましいが、卒業論文と異なるテーマでもよい。
●授業内容・授業計画
各自が研究テーマを決め、そのテーマに関連する文献（主に英語論文）を検索し、その中から少なくとも3編以上読み、
その内容をレジュメにまとめて授業時に発表する。授業では、指導教員からのコメントや受講者との議論を通して、各自
の研究テーマに関する研究計画（目的、方法、解析法などをまとめたもの）を立てる。この研究計画にもとづいて、実験・
調査を実施し、得られたデータに適切な解析を行い、研究目的に対する結論を導出する。最後に、これらをレポートにま
とめ提出する。
第１回 ガイダンス
第２回 文献検索
第３回 文献発表(1)
第４回 文献発表(2)
第５回 文献発表(3)
第６回 文献発表(4)
第７回 文献発表(5)
第８回 研究計画発表
第９回 実験・調査(1)
第１０回 実験・調査(2)
第１１回 実験・調査(3)
第１２回 実験・調査(4)
第１３回 実験・調査(5)
第１４回 研究結果報告
第１５回 レポート提出
●事前・事後学習の内容
文献の発表、研究計画の発表、研究結果の報告など、受講生は全員さまざまな発表を毎回求められるので、授業前にそ
の準備をし発表用のレジメを作成しなければならない。また、授業時に教員等から受けた指摘や与えられた課題に基づ
き、次回の発表に備えなければならない。
●評価方法
各自が作成した研究レポートの評価による。
●受講生へのコメント
英語論文を読むことは最初は難しく感じるかもしれないが、いくつか読むうちに、容易に読めるようになる。また、実
験や調査を行うことは、かなりの時間と労力を必要とするが、こうした努力を通して、実証科学としての心理学のものの
見方を体得することができるのである。
最初の授業時に各自の希望する研究テーマに応じて担当指導教員を決定するため、予めテーマを決めておいてほしい。
●参考文献・教材
指導教員が適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

LBPSY3302

授業コード

心理学研究演習Ⅱ

L222080010
単位数

Research Seminar in Psychology II
授業形態

担当教員名

演習

山 祐嗣、池上 知子、川邉 光一、佐伯 大輔

2単位

●科目の主題
卒業論文作成の前段階として、各自で設定したテーマに基づいた研究を計画、実施し、その成果を論文（レポート）と
してまとめるまでの一連の過程を実践する。この研究演習は、「心理学実験演習Ⅰ、Ⅱ」、「心理学研究法Ⅰ、Ⅱ」およ
び「心理学研究演習Ⅰ」で習得した基礎的事項、研究方法に関する知識を前提とする。
●到達目標
「心理学研究演習Ⅰ」に引き続き、心理学の論文を作成するために必要な文献の検索、実験・調査の計画、実験・調査の実施、
データ解析など、実証科学としての心理学の思考法と技能の習得を目標とする。
授業の進め方は「心理学研究演習Ⅰ」とほぼ同様であるが、「心理学研究演習Ⅱ」で設定する研究テーマは、卒業論文に関連
するテーマであることが望ましい。
●授業内容・授業計画
各自が研究テーマを決め、その研究テーマに関連する文献（主に英語論文）を検索し、その中から少なくとも3編以上
読み、その内容をレジュメにまとめて授業時に発表する。授業では、指導教員からのコメントや受講者との議論を通して、
各自の研究テーマに関する研究計画（目的、方法、解析法などをまとめたもの）を立てる。この研究計画にもとづいて、
実験・調査を実施し、得られたデータに適切な解析を行い、研究目的に対する結論を導出する。最後に、これらをレポー
トにまとめ提出する。
第１回 ガイダンス
第２回 文献検索
第３回 文献発表(1)
第４回 文献発表(2)
第５回 文献発表(3)
第６回 文献発表(4)
第７回 文献発表(5)
第８回 研究計画発表
第９回 実験・調査(1)
第１０回 実験・調査(2)
第１１回 実験・調査(3)
第１２回 実験・調査(4)
第１３回 実験・調査(5)
第１４回 研究結果報告
第１５回 レポート提出
●事前・事後学習の内容
文献の発表、研究計画の発表、研究結果の報告など、受講生は全員さまざまな発表を毎回求められるので、授業前にそ
の準備をし発表用のレジメを作成しなければならない。また、授業時に教員等から受けた指摘や与えられた課題に基づ
き、次回の発表に備えなければならない
●評価方法
各自が作成した研究レポートの評価による。
●受講生へのコメント
英語論文を読むことは最初は難しく感じるかもしれないが、いくつか読むうちに、容易に読めるようになる。また、実
験や調査を行うことは、かなりの時間と労力を必要とするが、こうした努力を通して、実証科学としての心理学のものの
見方を体得することができるのである。
最初の授業時に各自の希望する研究テーマに応じて担当指導教員を決定するため、予めテーマを決めておいてほしい。
●参考文献・教材
指導教員が適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

学習・言語心理学特論

LBPSY3209

授業コード

L222110010
単位数

Special Studies in Psychology of Learning and Language
授業形態

担当教員名

講義

佐伯 大輔

2単位

●科目の主題
心理学における「学習」とは、個体が様々なことを経験することにより、行動が変化することをいう。この授業では、
これまでヒトや動物を対象に研究されてきた学習の現象について、オペラント条件づけを用いた研究を中心に、実験室に
おける基礎研究から行動改善を目的とした応用研究まで、幅広く紹介し考察する。また、ヒトに特有とされる言語の使用
について、学習心理学の観点からどのように説明できるのかを考察する。
●到達目標
ヒトや動物の学習に関する知見を得ることを通して、行動にはどのような法則性があり、それはどのように研究をすれば明らかに
なるのかを理解する。さらに、実験室で得られた法則性が、私達の日常行動の理解にどう役立てられるのかを学ぶ。
●授業内容・授業計画
主に以下の章立てに沿って、講義形式で授業を行う。
第１回 学習研究の歴史
第２回 学習研究の方法
第３回 レスポンデント条件づけ(1)：基礎的事実
第４回 レスポンデント条件づけ(2)：その展開
第５回 オペラント条件づけ（1）：基礎的事実
第６回 オペラント条件づけ（2）：強化スケジュール
第７回 オペラント条件づけ（3）：刺激性制御
第８回 複雑な学習（1）：言語行動
第９回 複雑な学習（2）：ルール支配行動
第10回 複雑な学習（3）：概念弁別
第11回 複雑な学習（4）：選択行動
第12回 学習研究の応用（1）：系統的脱感作、モデリング
第13回 学習研究の応用（2）：バイオ・フィードバック
第14回 学習研究の応用（3）：応用行動分析
●事前・事後学習の内容
事前学習：テキストの該当部分を読み、疑問点を挙げておく。
事後学習：授業で進んだ部分について確認し、自分の意見をまとめる。
●評価方法
平常点と期末試験で評価する。
●受講生へのコメント
心理学の研究方法への理解を深めてもらうため、質問紙調査に協力を求めたり、実験への参加協力を要請する場合があ
る。受講者は、これらに積極的に参加、協力してほしい。
●参考文献・教材
テキスト
伊藤正人（2005）「行動と学習の心理学：日常生活を理解する」昭和堂

授業科目名

科目NO.

社会・集団・家族心理学特論

LBPSY3211

授業コード

L222130010
単位数

Special Studies in Social,Group and Family Psychology
授業形態

担当教員名

講義

谷口 友梨

2単位

●科目の主題
本講では、社会・集団および家族関係における人間の行動についての理解をめざす。人は社会的動物であり、他者との
かかわりの中で生活をする生き物である。日常生活場面で生じる人間の心理について学習することで、人間の基本的な心
理メカニズムの理解ができるように講義を進める。
●到達目標
本講では、日常生活場面で遭遇するさまざまな事象について、社会心理学の観点から解釈することができるようになる。また、家
庭や集団、文化が私たちにどのような影響を与えているか理解し、説明出来るようになることをめざす。
●授業内容・授業計画
講義は概ね以下の内容で行われる。
第１回 イントロダクション
第２回 社会的認知
第３回 社会的自己
第４回 対人関係・対人行動
第５回 態度と意思決定
第６回 集団での意思決定：多数派の影響
第７回 集団での意思決定：少数派の影響
第８回 集団での活動
第９回 チーム成果
第10回 リーダーシップ
第11回 説得的コミュニケーション
第12回 家族の機能
第13回 家族内の関係
第14回 文化と社会心理
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：前回の授業時までに次回授業にかかわるプリントを配布し、事前に目を通しておくよう指示する。
事後学習：当該授業のテーマにかかわる参考図書を紹介し、各自が学期末までに読んでおくよう指示する。
●評価方法
学期末に行う試験の成績を主とし、これに授業期間中に提出を求める課題を加算して評価する。
●受講生へのコメント
社会心理学の研究方法への理解を深めるために、授業時間を利用して種々の質問紙調査への協力を依頼したり、授業時
間外に行われるさまざまな心理学実験への参加を求めることがある。受講生は積極的に参加、協力してほしい。なお、本
科目は「公認心理師」受験資格の取得に必要な科目「社会・集団・家族心理学」に対応している。
●参考文献・教材
参考書：竹村和久（編）『公認心理士の基礎と実線11 社会・集団・家族心理学』遠見書房．2018年
池上知子・遠藤由美（著）『グラフィック社会心理学（第２版）』サイエンス社．2008年

授業科目名

科目NO.

感情・人格心理学特論

LBPSY3212

授業コード

L222140010
単位数

Special Studies in Psychology of Emotion and Personality
授業形態

担当教員名

講義

中川 明仁

2単位

●科目の主題
日常的な行動を心理学的な観点で理解する上で、感情や性格の役割は重要である。それらの概要を有用な諸理論を学ぶ
ことで習得し、行動を科学的に理解する方法を学習することを目指す。
●到達目標
心理学における感情や性格の位置づけ、およびそれらの諸理論について理解すること。
●授業内容・授業計画
第1回：オリエンテーション、性格に関する諸理論（１）
第2回：性格に関する諸理論（２）
第３回：性格の発達
第4回：性格と遺伝
第5回：性格と行動（１）
第6回：性格と行動（２）
第7回：性格の研究法
第8回：感情が喚起するプロセス
第9回：感情の心理学的機能
第10回：感情と性格の個人差（１）
第11回：感情と性格の個人差（２）
第12回：感情と心身の健康（１）
第13回：感情と心身の健康（２）
第14回：授業のまとめ
第15回：試験
●事前・事後学習の内容
これまでに学習した心理学に関する知識（特に臨床心理学領域）の復習をしておく。授業後は配布資料をもとに復習す
る。
●評価方法
定期試験（40％）
授業中課題（30％）
授業への参加度（30％）
●受講生へのコメント
講義が中心となるため、私語や他の受講生への迷惑となる行為は慎む。
●参考文献・教材
授業中に適宜資料を配布する

授業科目名

科目NO.

LBPSY3213

授業コード

動物心理学特論

L222150010
単位数

Special Studies in Animal Psychology
授業形態

担当教員名

講義

川邉 光一

2単位

●科目の主題
動物心理学は､『種の起源』を著したダーウィン以来の長い歴史を特つ。その目的は、主として実験や観察といった科
学的手法を用い動物の行動を客観的に分析することにより、ヒトにも共通する行動・心的機能の基礎を探ることや､行動・
心的機能の系統発生的過程を追跡することが目的とされる。
本講義では、心理学における動物実験の意義や歴史､動物の行動に関する基礎的な知見､動物実験の方法論(特に生理
心理学的､神経科学的手法)について概説する。また､精神疾患の動物モデルを例に挙げ､動物実験の結果をヒトに外挿する
ために必要な考え方について学んでもらう。同時に､これらを学ぶ上で必要となる基礎的な神経科学的知識についても取
り上げる。
●到達目標
心理学において､動物実験によって得られた知見は数多い｡この講義では､心理学における動物実験の意義や方法論について
理解を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
第１回 心理学における動物実験の意義
第２回 動物心理学の歴史
第３回 動物の行動特性―種・系統による差異
第４回 行動と遺伝､行動と進化
第５回 脳・神経系の構造とその進化
第６回 神経細胞・シナプスの構造とその情報伝達
第７回 神経科学における動物実験の手法(1)：ヒトを対象とした実験と動物実験の差異
第８回 神経科学における動物実験の手法(2)：動物実験で用いられる実験手法
第９回 動物行動の評価法(1)：動物行動を測定・評価する上での諸問題
第10回 動物行動の評価法(2)：学習・記憶課題
第11回 動物行動の評価法(3)：情動・不安､その他の精神機能の測定法
第12回 行動薬理学の基礎
第13回 動物実験の実際(1)：精神疾患の発症メカニズム
第14回 動物実験の実際(2)：精神疾患モデルの作製とその評価
●事前・事後学習の内容
ノートや配布資料、参考書などを通じ、前回の授業内容をよく理解した上で、次の授業に臨んでもらいたい。
●評価方法
期末試験による成績評価を基本とするが、これに出席状況も加味する。出席率が6割に満たない場合は評価の対象とし
ない。
●受講生へのコメント
心理学の研究方法への理解を深めるため、授業時間に種々の質問紙調査を実施したり､授業時間外に実験ヘの参加を要
請することもある。受講生は積極的に参加してほしい。
●参考文献・教材
参考書
八木冕(編)(1975)『心理学研究法5 動物実験Ｉ』 東京大学出版会
八木冕(編)(1975)『心理学研究法6 動物実験Ⅱ』 東京大学出版会
Carlson, N.R.（泰羅雅登・中村克樹監訳）(2013)『神経科学テキスト―脳と行動』(第4版) 丸善
Pinel, J.P.J.（佐藤敬他訳）(2005)『バイオサイコロジー:脳―心と行動の神経科学』 西村書店
日本薬理学会（編）(2010)『実験薬理学「実践行動薬理学」』 金芳堂

授業科目名

科目NO.

文化心理学特論

LBPSY3214

授業コード

L222160010
単位数

Special Studies in Cultural Psychology
授業形態

担当教員名

講義

山 祐嗣

2単位

●科目の主題
認知心理学、進化心理学、文化心理学という視点から、さまざまな研究を紹介し、文化の創生と文化的適応の人間の合
理性について追及する。
●到達目標
認知心理学、進化心理学、文化心理学という視点から、認知の文化的適応についての理解を深め、自分で問題を追及する資質
を涵養する。
●授業内容・授業計画
授業は講義形式で、前半は主として適応一般の概念について、後半は文化的適応と文化多様性について解説する。
1. 適応とは何か
2. 進化心理学
3. 認知の進化
4. 二重過程理論
5. 文化とは何か
6. 適応という視点からの認知
7. 文化的多様性の始まり
8. 文化心理学とは何か
9. 個人主義と集団主義1
10. 個人主義と集団主義2
11. 自己と文化
12. 認知と文化
13. 東洋人の弁証法
14. 文化の伝達・伝播
●事前・事後学習の内容
事前学習として、授業中の配布や資料参考書を読み、事後学習として、これらの復習を行ったり授業中に紹介した書籍・
文献を読んだりすることが推奨される。
●評価方法
期末試験において成績を評価する。
●受講生へのコメント
心理学においては、実際に実験や調査がどのように行われているのか実際に体験することが重要です。本講においても、
時々デモあるいは、実験・調査が行われますが、参加してみてください。
●参考文献・教材
教科書は使用しない。
参考文献
増田貴彦・山岸俊男 「文化心理学(上)(下)」培風館 2010
山 祐嗣 「日本人は論理的に考えることが本当に苦手なのか」 新曜社 2015

授業科目名

科目NO.

心理的アセスメント特論

LBPSY3215

授業コード

L222170010
単位数

Special Studies in Psychological Assessment
授業形態

担当教員名

講義

中川 明仁

2単位

●科目の主題
実際の臨床の現場で使用されることの多い心理検査を体験することで、その実際の内容について学ぶことが本科目の主
題となる。各心理検査の実施方法や結果の整理、解釈、報告書のまとめ方等を総合的に学習する。
●到達目標
心理検査の実際を自らの体験を通して学び、各検査の概要を理解することを目指す。
●授業内容・授業計画
第1回：オリエンテーション、心理的アセスメントとは
第2回：質問紙法（１）
第３回：質問紙法（２）
第4回：質問紙法（３）
第5回：質問紙法（４）
第6回：投影法（１）
第7回：投影法（２）
第8回：投影法（３）
第9回：投影法（４）
第10回：知能検査（１）
第11回：知能検査（２）
第12回：発達検査
第13回：認知機能検査
第14回：授業のまとめ
第15回：試験
●事前・事後学習の内容
これまでに学習した心理学に関する知識（特に臨床心理学領域）の復習をしておく。授業後は配布資料をもとに復習す
る。
●評価方法
定期試験（40％）
授業中課題（30％）
授業への参加度（30％）
●受講生へのコメント
実際の心理検査を体験する授業が主となるため、積極的な授業への参加を求める。
●参考文献・教材
授業中に適宜資料を配布する

授業科目名

科目NO.

心理学特講Ⅰ

LBPSY3304

授業コード

L222180010
単位数

Selected Topics in PsychologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

米田 英嗣

2単位

●科目の主題
この講義では、この授業では、文や文章といった言語を扱う心の仕組み、言語の学習と発達、言語機能の低下とその支
援について学びます。また、現代の心理学を学ぶ上で、脳についての基本的な知識は不可欠ですので、言語理解の基礎お
よび応用に加え、感情、社会性やその障害に関連した脳科学の知見も紹介します。学部生レベルから大学院生レベルまで、
できるだけ広くカバーします。
●到達目標
到達目標は、授業で扱う認知心理学、教育心理学、発達心理学、社会認知神経科学の基礎知見や方法論を知り、卒業論文な
どで自分で研究を進められる基盤を構築することです。
●授業内容・授業計画
主に以下の内容でを予定しています。ただし順番を変更したり、要望に応じて特定のトピックを深めたりする可能性が
あります。
第1 回 文の理解 短期記憶、ワーキングメモリ
第2 回 文章の理解(1) 読者の推論、スキーマ、スクリプト
第3 回 文章の理解(2) 状況モデル
第4 回 言語と教育(1) 言語力と読書
第5 回 言語と教育(2) 第二言語習得
第6 回 言語と教育(3) 言語支援
第7 回 言語の脳科学(1) 言語の認知心理学･認知神経科学
第8 回 言語の脳科学(2) 言語の脳科学の諸問題、バイリンガルの脳
第9 回 感情の脳科学 基本情動、 扁桃体の機能
第10 回 社会性の脳科学(1) 心の理論、共感性の発達
第11 回 社会性の脳科学(2) 心の理論の機能不全
第12 回 発達障害の脳科学 自閉スペクトラム症、注意欠陥多動症
第13 回 精神疾患の脳科学 統合失調症、共感性の病理
第14 回 今後の課題と展望
●事前・事後学習の内容
事前学習として、参考書籍の中で興味があるものを参照しておくと、本講義の理解が深まると思います。その際に、で
きれば、自分なりの質問を考えて講義に臨んでください。
事後学習として、事前に考えた質問が解消されたかどうかを検討し、講義を通じて新たな質問を考え、講師に聞くか、
参考書籍を参照することで理解を深めてください。
●評価方法
講義への出席状況、講義中の質問やリアクションペーパー、提出されたレポートを総合的に考慮して評価する予定です。
配点は授業中に説明します。
●受講生へのコメント
本科目は「人間行動学研究Ⅱ」との共通科目です。
デモ実験や、映像教材を用いながら授業を進めます。双方向的な授業ができたらと思いますので、受講生からの質問や
コメントなどを歓迎します。
●参考文献・教材
講義では資料を配布する予定です。参考書籍は以下をご参照ください。
福田由紀(編)言語心理学入門 培風館
榊原洋一・米田英嗣 (編) 発達科学ハンドブック8巻 「脳の発達科学」 新曜社

授業科目名

科目NO.

教育学概論Ⅰ

LBEDU3201

授業コード

L223010010
単位数

Introduction to EducationⅠ
授業形態

担当教員名

講義

柏木 敦

2単位

●科目の主題
今日生起している様々な教育問題について、受講者が教育学の基礎的・概略的知識に基づいて、自ら考え、解決するた
めの素材を提供することを本講義の主題とする。
●到達目標
教育学に関する基礎的・概略的知識を習得し、教育に関する社会上の諸問題を、教育学の観点から理解・検討するための方法
を身につける。
●授業内容・授業計画
第１回 ガイダンス（教育の基本的概念および歴史に関する概説）
第２回 対象としての子ども（第２〜３章）
第３回 子どもの権利と親の権利（第４〜５章）
第４回 「教育」とは何か、「学校」とは何か（第６〜７章）
第５回 学校と教育の歴史——古代〜中世（第８〜９章）
第６回 学校と教育の歴史——近世〜近代初期（第10〜11章）
第７回 近現代日本における教育理念（第11〜13章）
第８回 戦後教育改革と教育基本法の理念（第14章）
第９回 教育思想家たち（１）（第15章）
第10回 教育思想家たち（２）（第15章）
第11回 教育基本法（１）（第16〜17章）
第12回 教育基本法（２）（第18〜19章）
第13回 義務教育の原則と現状（第20〜22章）
第14回 中等教育の諸問題（第24〜25章）
●事前・事後学習の内容
事前学習：各回のテキスト該当箇所を読み、当該テキストの思想的背景や今日的意義について、自分なりの意見をもっ
て講義に臨むこと。
事後学習：講義の範囲に入らないテキストの箇所と、当日扱った箇所の内容や自分なりに考えたことを結びつけ、自ら
の課題意識につなげること。
●評価方法
最終レポートおよび小テストの総合成績によるが、講義中の発言を大いに加味する。自主的・主体的な発言がない場合
は、出席にカウントしない。小テストはランダムに４回実施する。
●受講生へのコメント
従来、教職課程科目「教育基礎論」で用いていたテキストを、「教育学」の観点から読み解き、理解してゆく。
なお第一回目の講義で講義内容や成績評価の詳細をアナウンスするので、第一回目の講義は必ず出席すること。
講義受講にあたっては、次回講義の内容に該当する文献を指示するので、予め読み込んでおき、テキストの内容に就い
て自分なりの考えや問題意識を持って講義に臨むこと。また日常的に新聞、教育関係雑誌を読み、今日の教育状況につい
て自分なりの理解を作っておくこと。
●参考文献・教材
高橋陽一『新しい教育通義』武蔵野美術大学出版局、2018年。
その他参考文献等は適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

教育学概論Ⅱ

LBEDU3202

授業コード

L223020010
単位数

Introduction to EducationⅡ
授業形態

担当教員名

講義

辻野 けんま

2単位

●科目の主題
人間は学校において学ぶだけではなく、家庭において学んだり、スポーツや芸術活動を通して学んだり、あるいは図書
館や博物館、公民館などで学んだりしている。あるいは、たまたま観たテレビや映画から学ぶこともあれば、旅に出かけ
て学ぶこともある。さらには、非行等により学校教育から離脱し少年院や児童自立支援施設などで学ぶ場合もある。一方、
学校は公教育の代表的な機関ではあるが、その学校においてさえ非教育的・反教育的な現象は存在している。これら社会
の中にある様々な〈教育〉について、諸制度を概観した上で（第1～3講）、それぞれの関心にしたがいグループワークと
プレゼンテーションを行い（第4～9講）、さらに教育経営の観点から教育学の知見を深める（第10～14講）。
●到達目標
教育学の対象の多様性を知り、個人の経験・関心を教育経営の観点から探究できる。
●授業内容・授業計画
GW…グループワーク、P…プレゼンテーション
第1回 講義I―公教育経営の視角―
第2回 講義II―学校と教育行政―
第3回 講義III―学校外の教育―
第4回 教育経営の対象
第5回 GW(1)教育の法制―テーマの設定―
第6回 GW(2)教育の形態と場―事例の検討―
第7回 GW(3)教育の特質―対象からの示唆―
第8回 P(1)ミクロ・レベルの教育
第9回 P(2)メゾ・レベルの教育
第10回 P(3)マクロ・レベルの教育
第11回 講義IV：就学義務の正当性と公教育の射程
第12回 講義V：教育経営とリスク
第13回 講義VI：教育の権利と責任
第14回 総括的討議
●事前・事後学習の内容
初回オリエンテーション時および毎回の授業で適宜指示する。
●評価方法
平常点・小課題（あわせて2割）、プレゼンテーション（3割）最終レポート（5割）を総合的に判断する。
●受講生へのコメント
討議・発表を交えて講義内容を深めていく形態の授業となる。
●参考文献・教材
特に指定しない。レジュメ・配布資料にしたがって講義を進める。

授業科目名

科目NO.

LBEDU3203

授業コード

教育方法学Ⅰ

L223030010
単位数

Educational MethodsⅠ
授業形態

担当教員名

講義

森 久佳

2単位

●科目の主題
教育方法学の古典に触れることで、教育方法学に関する基本的な思想や理論、考え方について学ぶ。今年度は、ルソー、
ペスタロッチ、デューイの代表的な古典を翻訳で講読し、それぞれの教育思想や理論のエッセンスを、教育方法学の観点
から解釈し価値づけることを試みる。
●到達目標
・教育方法学の基本的な思想・理論・考え方を知る。
・「学び（学習）」や「教える（教授）」、「授業 」や「カリキュラム（教育課程）」、「教師」といったテーマに関する基本的な知見を身に
つける。
●授業内容・授業計画
第1回 オリエンテーション （授業の進め方などについての説明）
第2回 ルソー／ペスタロッチ／デューイについて
第3回 ルソー『エミール』をめぐって①（【テキストⅠ】）
第4回 ルソー『エミール』をめぐって②（【テキストⅠ】）
第5回 ルソー『エミール』をめぐって③（【テキストⅠ】）
第6回 ルソー『エミール』をめぐって④（【テキストⅠ】）
第7回 ペスタロッチ『シュタンツタだより』をめぐって①（【テキストⅡ】）
第8回 ペスタロッチ『シュタンツタだより』をめぐって②（【テキストⅡ】）
第9回 ペスタロッチ『隠者の夕暮』をめぐって①（【テキストⅡ】）
第10回 ペスタロッチ『隠者の夕暮』をめぐって②（【テキストⅡ】）
第11回 デューイ『学校と社会』をめぐって①（【テキストⅢ】）
第12回 デューイ『学校と社会』をめぐって②（【テキストⅢ】）
第13回 デューイ『学校と社会』をめぐって③（【テキストⅢ】）
第14回 デューイ『学校と社会』をめぐって④（【テキストⅢ】）
●事前・事後学習の内容
テキストの講読と自身の考えの整理・検討。
●評価方法
平常点40％（授業への参加状況、発表の様子）と期末レポート（60％）による。
●受講生へのコメント
入念な予習と活発な議論を期待します。
●参考文献・教材
＜使用するテキスト＞J・J・ルソー（1962）『エミール〈上〉』今野一雄訳、岩波文庫．J・H・ペスタロッチ（1982）『隠者の夕暮・シュタ
ンツだより』長田新訳、岩波文庫．J・デューイ（1998）『学校と社会・子どもとカリキュラム』市村尚久訳、講談社学術文庫．
＜参考文献＞ （下記以外の文献も、 授業中に随時紹介する予定）佐藤学（1995）『教育方法学』（岩波テキストブック）岩波書店．
田中耕治・鶴田清司・橋本美保・藤村宣之（2012）『新しい時代の教育方法』（有斐閣アルマ）有斐閣．日本教育方法学会編（200

授業科目名

科目NO.

教育方法学Ⅱ

LBEDU3301

授業コード

L223040010
単位数

Educational MethodsⅡ
授業形態

担当教員名

講義

島田 希

2単位

●科目の主題
学習観の転換や子どもたちの学力実態など、教育方法をめぐる今日的課題をふまえた上で、それらの解決に資する新し
い学びのあり方を探究する。
様々な教育実践を分析することを通じて、今日求められる新しい学びの意義や課題について、自分なりの考えをまとめ
ることができることを目指す。
●到達目標
①教育方法をめぐる今日的課題について説明することができる。
②上記①の解決を目指した教育実践について、その特徴・意義・課題を分析することができる。
③上記①②をふまえた上で、今日求められる新しい学びの意義や課題について考えをまとめることができる。
●授業内容・授業計画
教育方法をめぐる今日的課題とその解決に資する新しい学びのあり方について、以下のテーマを中心に考察を深めてい
く。
第１回オリエンテーション
第２回教育方法をめぐる今日的課題
第３回多様な学習形態の特徴・意義・課題①―一斉学習―
第４回多様な学習形態の特徴・意義・課題②―個別学習―
第５回多様な学習形態の特徴・意義・課題③―協働学習―
第６回特色ある教育実践の分析①日本型授業の特徴
第７回プロジェクトアプローチによる探究的な学習活動①
第８回プロジェクトアプローチによる探究的な学習活動②
第９回特色ある教育実践の分析②中学校における総合的な学習の時間の事例
第１０回オープンスクールにおけるカリキュラム①
第１１回オープンスクールにおけるカリキュラム②
第１２回専門的な学習共同体としての学校を実現する取り組み①
第１３回専門的な学習共同体としての学校を実現する取り組み②
第１４回全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
授業中に紹介・配付する資料や参考文献を授業の事前・事後に読むなど、授業内容のさらなる理解に努めること。
●評価方法
各回における小レポート(30%)と期末レポート(70%)により、総合評価する。
●受講生へのコメント
本科目では、講義に加えて、グループでのディスカッション、実践事例の分析等を行う。それらへの積極的な参加を求
める。
●参考文献・教材
授業中に適宜資料を配付する。以下を主たる参考文献とする。
・日本教育方法学会編（2014）『教育方法学研究ハンドブック』学文社.
・佐藤学（2010）『教育の方法』左右社.

授業科目名

科目NO.

比較・国際教育学

LBEDU3302

授業コード

L223050010
単位数

Comparative and International Education
授業形態

担当教員名

講義

出羽 孝行

2単位

●科目の主題
諸外国の教育制度や教育文化を取り上げるて日本と比較したり、多文化化する日本社会における学校教育の現状を探る
ことで、日本の教育文化の特徴や課題を考察する。具体的には諸外国における学校給食の比較と、日本の民族マイノリテ
ィの教育について取り上げる。
●到達目標
（１）比較教育学の研究方法を理解する。
（２）諸外国の学校給食の比較により、日本の食育の特徴と問題点を指摘できる。
（３）多文化社会において学校教育が果たす役割について適切に考察できる。
●授業内容・授業計画
第１回 比較教育学の学び方に関するガイダンス
第２回 比較教育学の研究方法Ⅰ－要因分析法－
第３回 比較教育学の研究方法Ⅱ－段階比較法－
第４回 教育に関する「モノ」「コト」比較
第５回 学校給食のはじまり
第６回 日本の学校給食
第７回 韓国の学校給食
第８回 学校給食を取り巻く課題－日韓比較から－
第９回 ワークショップ（諸外国における学校給食Ⅰ）
第10回 ワークショップ（諸外国における学校教育Ⅱ）
第11回 日本社会の多文化化
第12回 多文化社会の中で文化をどう捉えるか
第13回 日本の中の少数民族教育－在日コリアンの民族教育－
第14回 在日コリアンの教育史
第15回 定期試験
●事前・事後学習の内容
授業時間以外に学術情報総合センター等で文献を調べたり、グループ発表のための打ち合わせ・ディスカッションをす
ることを前提に授業を進める。各授業の前後の予習・復習がそれぞれ2時間程度となることを前提とした授業を展開する。
●評価方法
平常点20%、小テスト20%、発表20%、小レポート10%、定期試験30%
評価の観点は以下の通り。
比較教育の研究方法を理解出来る／諸外国の教育実態から、日本の学校教育の持つ特質を見いだすことが出来る
●受講生へのコメント
講義形式と受講生による調査・報告を織り交ぜて授業を構成する。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

教育学研究法Ⅰ

LBEDU3204

授業コード

L223060010
単位数

Research Methods in EducationⅠ
授業形態

担当教員名

講義

添田 晴雄

2単位

●科目の主題
「教育」「教育学」を研究対象として捉えるための基礎的なトレーニングとして、研究のテーマやトピックの設定の仕
方、教育・教育学の概念、論文の読み方と書き方、文献・資料の検索に関わる基本的な事柄を学ぶ。
●到達目標
到達目標は以下の3点である。
（1）「教育」に関わる課題意識をもつこと。
（2）課題意識を「研究」に結びつけること。
（3）課題を実証的に検討する手法を身につけること。
（4）教育学のミニ論文を書いてみること。
●授業内容・授業計画
課題意識を形にし、それをミニ論文にしていく過程を経験する。
第１回 オリエンテーション 「教育学」の諸領域
第２回 学術情報総合センターを知る
第３回 課題意識を形にする（1）
第４回 課題意識を形にする（2）
第５回 論文の構成要素、引用の意義と形式
第６回 論文購読
第７回 個別中間発表（1）
第８回 個別中間発表（2）
第９回 具体と抽象の振幅
第１０回 グループ発表（1）
第１１回 グループ発表（2）
第１２回 グループ発表（3）
第１３回 グループ発表（4）
第１４回 授業のまとめ
●事前・事後学習の内容
授業時間以外に学術情報総合センター等で文献を調べたり、グループ内で発表内容の打合せをしたりすることを前提に
授業を進める。また、毎回の授業で考えたことをPukiWikiに書き込む課題を課す。各授業の前後の学修がそれぞれ2時間程
度となるように課題を調整する。
●評価方法
ミニ論文の内容、講義中に行う発表の評価と授業参加度を加味して評価する。出席の3分の2以上をもって、単位認定の
最低要件とする。
●受講生へのコメント
第1回目の授業で、授業内容や履修方法について詳しく説明するので極力欠席しないこと。
授業形態の分類上「講義」としているが、アクティブ・ラーニング的要素を多く取り入れるため、実態は演習に近くな
っている。
●参考文献・教材
授業中に学術情報総合センターの機能を駆使して各自が集める

授業科目名

科目NO.

教育学研究法Ⅱ

LBEDU3303

授業コード

L223070010
単位数

Research Methods in EducationⅡ
授業形態

担当教員名

講義

島田 希

2単位

●科目の主題
質的アプローチによる教育研究の基本的な方法論を身につけることを目指す。学校におけるフィールドワークを通じて、
授業観察、授業記録の収集、分析手順など、授業研究の方法論を理解する。あわせて、インタビューの方法、手順、留意
点についても扱う。
●到達目標
①授業研究やインタビューの方法論について、その意義や留意点を説明することができる。
②上記①をふまえた上で、学校におけるフィールドワークやインタビューを実施することができる。
③質的アプローチによる教育研究の基本的な方法論およびその特徴について説明することができる。
●授業内容・授業計画
授業研究やインタビューなど、質的アプローチによる教育研究の方法について、学校現場におけるフィールドワーク等
を行いながら、以下のテーマを中心に考察を深めていく。
第１回 オリエンテーション（質的アプローチによる教育研究の特徴）
第２回 授業研究の方法①参与観察の方法・留意点
第３回 授業研究の方法②映像をもちいた観察演習
第４回 授業研究の方法③授業記録の収集・分析方法
第５回 授業研究の方法④学校現場における授業記録の収集
第６回 授業研究の方法⑤授業記録の整理
第７回 授業研究の方法⑥授業記録の分析結果のまとめ
第８回 インタビューの方法①研究方法としての特徴と留意点
第９回 インタビューの方法②実施、解釈、まとめ方に関する留意点
第１０回 インタビューの方法③インタビュー実施にむけた検討（インタビューガイドの作成）
第１１回 インタビューの方法④インタビューの実施
第１２回 インタビューの方法⑤インタビューデータの整理
第１３回 インタビューの方法⑥インタビューデータの分析結果のまとめ
第１４回 全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
授業中に紹介・配付する資料や参考文献を授業の事前・事後に読むなど、授業内容のさらなる理解に努めること。
●評価方法
授業におけるグループワーク等の取り組み(60%)と期末レポート(40%)により、総合評価する。
●受講生へのコメント
本科目では、講義に加えて、実際に学校現場等における観察、インタビューを実施し、データの整理・分析をグループ
に分かれて行う。
それらへの積極的な参加を通じて、質的アプローチによる教育研究の基本的な考え方について学んでほしい。
●参考文献・教材
授業中に適宜資料を配布する。以下を主たる参考文献とする。
・箕浦康子（1999）『フィールドワークの技法と実際－マイクロエスノグラフィー入門』ミネルヴァ書房.
・箕浦康子（2009）『フィールドワークの技法と実際Ⅱ－分析・解釈編』ミネルヴァ書房.
・関口靖広（2013）『教育研究のための質的研究法講座』北大路書房.
・柴山真琴（2006）『子どもエスノグラフィー入門－技法の基礎から活用まで』新曜社.

授業科目名

科目NO.

教育学実習

LBEDU3205

授業コード

L223080010
単位数

Field Work in Education
授業形態

担当教員名

実習

島田 希

2単位

●科目の主題
教育学研究には、授業実践研究など、研究対象・研究方法いずれにおいても教育実践現場に密接した研究分野もあれば、
教育哲学などのようにどちらかと言えば思弁的要素の強い研究分野がある。しかしながら、教育の実態や教育実践を踏ま
えない教育学研究はありえない。大学における教育学研究は、ともすると文献研究、理念研究に偏りがちであり、教育実
践現場の経験がほとんどない学生は、現実を踏まえない理想論に終始することが少なくない。そこで、本科目では、大阪
市学校支援学生ボランティア制度の機会を利用して学校における教育実践に参加し、教育の現実から教育学を考察しな
おす契機とすることを目的とする。受講生には、上記のボランティアに参加し、その経験を教育学的に意義付けるための
発表・討論を行い、レポートを作成することが課せられる。
●到達目標
(1)教育現場を教育学の視点から観察したり、聞き取り調査をしたりして、記録をとる。
(2)観察・聞き取り・考察したことをパワーポイントを使って発表する。
(3)他の学生の発表について教育学的に討論することができる。
●授業内容・授業計画
4月に大阪市学校支援学生ボランティアの事前指導を行う。ボランティアはその直後から始めてよい。
第１回 大阪市学校支援学生ボランティア事前指導（前期に行う）
第２回 発表要領とパワーポイントによるプレゼンテーションについて
第３回 モノから読み解く観察校園・学級の特徴（第1回発表）（1）
第４回 モノから読み解く観察校園・学級の特徴（第1回発表）（2）
第５回 モノから読み解く観察校園・学級の特徴（第1回発表）（3）
第６回 モノから読み解く観察校園・学級の特徴（第1回発表）（4）
第７回 着目した子どもと変化を観察する文脈（第2回発表）（1）
第８回 着目した子どもと変化を観察する文脈（第2回発表）（2）
第９回 着目した子どもと変化を観察する文脈（第2回発表）（3）
第１０回 着目した子どもと変化を観察する文脈（第2回発表）（4）
第１１回 子どもの変化と教師の働きかけ（第3回発表）（1）
第１２回 子どもの変化と教師の働きかけ（第3回発表）（2）
第１３回 子どもの変化と教師の働きかけ（第3回発表）（3）
第１４回 子どもの変化と教師の働きかけ（第3回発表）（4）
●事前・事後学習の内容
授業時間以外に、大阪市立の学校園でボランティアをすること、それを契機に教育実践を観察すること、担当教員に聞
き取りを行うことを課す。
また、発表のための準備や打合せを課す。そして、観察や聞き取りで得た知見を内容としたレポートを課す。
●評価方法
発表および討論の取組（60％）と期末レポート（40%）により総合評価する。
●受講生へのコメント
本科目は後期科目であるが、4月にボランティアの登録等の説明（事前指導）を行う。
事前指導の日程等についてポータルサイト等を通じてアナウンスするので、その確認を怠らないよう留意してほしい。
●参考文献・教材
4月の説明会で「教育学実習の手引き」を配布する。

授業科目名

科目NO.

教育学演習Ⅰ

LBEDU3206

授業コード

L223090010
単位数

Seminar in EducationⅠ
授業形態

担当教員名

演習

辻野 けんま

2単位

●科目の主題
人々が生きている社会が複雑化し変化が加速化する中で、「正しい」教育を明確にイメージすることが難しくなってい
る。むしろ、教育について葛藤し合う様々な観点が存在する。そこで本演習では、教育観の違いが先鋭化するテーマをと
りあげ、情報収集や討議を通じて論理をつくりあげる力を身につける。
●到達目標
葛藤する様々な教育観について、事実をふまえつつ比較考量し論理構成できる。
●授業内容・授業計画
第1回 講義(1)：教育と権力
第2回 講義(2)：公教育と国家
第3回 探究I：教育における権利と責任―資料読解―
第4回 探究I：教育における権利と責任―グループワーク―
第5回 探究I：教育における権利と責任―プレゼンテーション―
第6回 探究I：教育における権利と責任―総括的討議―
第7回 講義(3)：公教育と私教育
第8回 講義(4)：教育における自律性と他律性
第9回 探究II：公教育と私教育―資料読解―
第10回 探究II：公教育と私教育―グループワーク―
第11回 探究II：公教育と私教育―プレゼンテーション―
第12回 探究II：公教育と私教育―総括的討議―
第13回 講義(5)：公教育の射程
第14回 講義(6)：ポスト福祉国家時代の教育の探究
●事前・事後学習の内容
初回オリエンテーション時および毎回の授業で適宜指示する。
●評価方法
プレゼンテーションI（3割）、プレゼンテーションII（3割）、レポート（4割）の総計
●受講生へのコメント
本授業では、賛否の分かれる論題をとりあげ、小グループに分かれて、資料の読解・討議からプレゼンテーションまで
を行う。最終的には、個人レポートを執筆する。
●参考文献・教材
初回オリエンテーション時および毎回の授業で適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

教育学演習Ⅱ

LBEDU3304

授業コード

L223100010
単位数

Seminar in EducationⅡ
授業形態

担当教員名

演習

柏木 敦

2単位

●科目の主題
レポート、論文、研究のまとめかた、教育学研究の基礎、課題の捉え方などを、文献の読解とそれを通じた議論によっ
て、各自が考察・検討することを演習の主題とする。
●到達目標
受講者各自が、自分の課題意識を明確にし、それを表現する方法・技法を、特に歴史的方法に比重を置きながら身につけること
を目的とする。
●授業内容・授業計画
以下に示す概要に従って、調査・発表を行う。
文献
１、梅棹忠夫『知的生産の技術』（岩波新書、1969年）、板坂元『考える技術・書く技術』（講談社現代新書、1973年）
２、外山滋比古『思考の整理学』（ちくま文庫、1986年）、川喜田二郎『発想法』（中公新書、1967年）
３、小笠原喜康『最新版 大学生のためのレポート・論文術』（講談社現代新書、2018年）
４、広田照幸『ヒューマニティーズ 教育学』（岩波書店、2009年）
５、福田ますみ『でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相』（新潮文庫、2010年）
６、広田照幸『思考のフロンティア 教育』（岩波書店、2004年）
７、山口昌男『学校という舞台 いじめ・挫折からの脱却』（講談社現代新書、1988年）
８、丸山真男『日本の思想』（岩波新書、1961年）
９、E.H.カー『歴史とは何か』（岩波新書、1962年）、渓内謙『現代史を学ぶ』（岩波新書、1995年）
10、上田誠二『＜混血児＞の戦後史』（青弓社、2018年）
11、相澤真一ほか『子どもと貧困の戦後史』（青弓社、2016年）
12、ヴィトゲンシュタイン『論理哲学論考』（岩波文庫、2003年）
13、山住正己編『福沢諭吉教育論集』（岩波文庫、1991年）
14、広田照幸・伊藤茂樹『教育問題はなぜまちがって語られるのか？「わかったつもり」からの脱却』（日本図書セン
ター、2010年）
●事前・事後学習の内容
事前学習：指定された文献を読み、かつ参考文献、主要先行研究、資料を読み込んでおくこと。課題に関するレジュメ・
メモを作成すること。
事後学習：議論およびレジュメの内容を自分なりにまとめ、議論した内容の今日的意義を考えておくこと。
●評価方法
演習参加状況（発言状況が主となる）と、毎回提出するメモおよびレジュメを総合的に評価する。発言がない場合は、
出席扱いにはならない。また事前・事後学習の様子が見られない場合、マイナス評価がつく。
●受講生へのコメント
毎回、受講者全員に発言を求める。評価方法の項にある通り、発言がない場合は出席とはみなさない。
●参考文献・教材
授業内容・授業計画に示した文献全て。
なお参考文献としては、現代の貧困・格差問題、また教育政策批判の視点を養うための資料として、以下の資料集を見ておくの
が望ましい。
大阪児童愛護連盟『子供の世紀』（六花出版復刻版、全15巻）、六花出版、2015〜2017年。
荻野富士夫編『文部省思想統制関係資料集成』（全11巻）、不二出版、2007〜2008年。

授業科目名

科目NO.

教育学演習Ⅲ

LBEDU3207

授業コード

L223110010
単位数

Seminar in EducationⅢ
授業形態

担当教員名

演習

島田 希

2単位

●科目の主題
戦後の特色ある教育実践や教育の今日的課題を扱った文献を読み解きながら、教育方法をめぐるキーコンセプトや論点
について理解を深めていく。
あわせて、多様な文献や資料を読み解き、受講生相互にディスカッションを重ねることにより、多面的な見方を身につ
けることを目指す。
●到達目標
①教育方法をめぐるキーコンセプトについて説明することができる。
②上記①をふまえつつ、戦後の特色ある教育実践の意義や課題を分析することができる。
③上記①②をふまえた上で、21世紀型の学びの創造にむけた検討課題について考えをまとめることができる。
●授業内容・授業計画
戦後の特色ある教育実践を読み解くことを通じて、教育方法に関する諸概念について考察する。以下のテーマを中心に
扱いつつ、最終的には21世紀型の学びに関する検討へとつなげていく。
第１回 オリエンテーション
第２回 戦後の特色ある教育実践を読み解くキーコンセプトの検討
第３回 生活とのつながりを重視した教育実践の分析①
第４回 生活とのつながりを重視した教育実践の分析②
第５回 科学的な見方・考え方を育む教育実践の分析①
第６回 科学的な見方・考え方を育む教育実践の分析②
第７回中間まとめ（第３～６回の内容についての総括的なディスカッション）
第８回 学力の保障をめざした教育実践の分析①
第９回 学力の保障をめざした教育実践の分析②
第１０回 綿密な教材研究に支えられた教育実践の分析①
第１１回 綿密な教材研究に支えられた教育実践の分析②
第１２回 21世紀型の学びの創造にむけた検討①
第１３回 21世紀型の学びの創造にむけた検討②
第１４回全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
授業中に紹介・配付する資料や参考文献を事前・事後に読むなど、授業内容のさらなる理解に努めること。
●評価方法
授業時の発表、ディスカッションへの参加、小レポート(60%)と期末レポート(40%)により、総合評価する。
●受講生へのコメント
本科目では、以下に挙げる教材や資料をグループで読み解き、発表してもらう。それをもとに受講生相互にディスカッ
ションを行う。
受講生には課題となる教材のみならず、関連する資料等を自ら調べ、発表の準備を整えるなど、積極的な参加を求める。
●参考文献・教材
以下を主たる教材とする。あわせて、関連する教材、資料については授業中に適宜紹介する。
・田中耕治編著（2005）『時代を拓いた教師たち－戦後教育実践からのメッセージ』日本標準.
・田中耕治編著（2009）『時代を拓いた教師たちⅡ－実践から教育を問い直す』日本標準.

授業科目名

科目NO.

教育学演習Ⅳ

LBEDU3305

授業コード

L223120010
単位数

Seminar in EducationⅣ
授業形態

担当教員名

講義

森 久佳

2単位

●科目の主題
本演習は、 子どもの格差・貧困と教育をテーマに、教育学 （とりわけ教育方法学）における研究的なアプローチの理
解とその深化を目指す。 具体的には、課題文献をそれぞれグループで講読の上、その内容を授業時に発表することにな
る。なお、ここでいう発表とは、 単に課題文献の内容を発表するのではなく、他の演習の出席者が理解できるように発
表内容の工夫等を行うことを意味する。 そのため、入念な準備が必要になると思われるので、 その心づもりで出席して
もらいたい。
●到達目標
（1） 子どもの格差・貧困に関する基本的な知識や考え方を習得する
（2） 教育学 （とりわけ教育方法学） に関するテーマを研究するアプローチについて理解する
●授業内容・授業計画
子どもの格差 ・ 貧困を中心的なテーマとする文献の講読と発表を通して、 教育学 （とりわけ教育方法学） におけ
る基本的な知識や考え方の習得を目指す。 その上で、 関連する研究論文等の文献の講読に進む予定である。
第1回 オリエンテーション （授業の進め方などの説明）
第2～７回 子どもの格差・貧困の現状①~⑥（テキストⅠ~Ⅲ ）
第8～10回 子どもの貧困対策と教育支援①~③（テキストⅣ及び関連文献）
第11～13回 ケアする学校教育への挑戦①~③（テキストⅤ及び関連文献）
第14回 格差 ・ 貧困から問い直す公教育の可能性定期試験は実施しない。
●事前・事後学習の内容
使用するテキスト及び関連文献の講読
●評価方法
平常点 40％ （授業への参加状況、 発表の様子） と期末レポート （60％） による。
●受講生へのコメント
主体的・自律的に学ぶことを重視する。
●参考文献・教材
＜使用するテキスト＞【テキストⅠ】 山野良一 （2008） 『子どもの最貧国 ・ 日本 ： 学力 ・ 心身 ・ 社会におよぶ諸影響』 光
文社新書．【テキストⅡ】 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．【テキストⅢ】日本財団子どもの貧困
対策チーム （2016） 『徹底調査 子どもの貧困が日本を滅ぼす ： 社会的 損失 40 兆円の衝撃』 文春新書．【テキストⅣ】末冨
芳（2017）「子どもの貧困対策と教育支援」『子どもの貧困対策と教育支援：より良い政策・連携・協働のために』明石書書店．
•【テキストⅤ】柏木智子（2017）「ケアする学校教育への挑戦：排除に抗するカリキュラム・マネジメント」『子どもの貧困対策と教育
支援：より良い政策・連携・協働のために』明石書店．
＜参考文献＞以下の他にも随時紹介する。•阿部彩 （2014） 『子どもの貧困Ⅱ ： 解決策を考える』 岩波新書．
•赤林英夫・直井道生・ 敷島千鶴編著 （2016） 『学力 ・ 心理 ・ 家庭環境の経済分析 ： 全国小中学生の追跡 調査から見え
てきたもの』 有斐閣．•埋橋孝文・矢野裕俊編著（2015）『子どもの貧困／不利／困難を考えるⅠ：理論的アプローチと各国の取組
み』ミネルヴァ書房．•埋橋孝文・大塩まゆみ・居神浩編著（2015）『子どもの貧困／不利／困難を考えるⅡ：社会的支援をめぐる政
策的アプローチ』ミネルヴァ書房．•柏木智子・仲田康一（2017）『子どもの貧困・不利・困難を越える学校：行政・地域と学校がつな
がって実現する子ども支援』学事出版．•金子充（2017）『入門 貧困論：ささえあう／たすけあう社会をつくるために』明石書店．
•志水宏吉編 （2011） 『格差をこえる学校づくり ： 関西の挑戦』 大阪大学出版会．•志水宏吉 （2014） 『「つながり格差」 が学
力格差を生む』 亜紀書房．•志水宏吉（2016）「経済・文化資本から社会関係資本へ：『力のある学校」の創造」『岩波講座 教育変
革への展望6 学校のポリティクス』岩波書店．
•鈴木康裕他（2018）『子どもの貧困に向き合える学校づくり：地域のなかのスクールソーシャルワーク』かもがわ出版．
•西田芳正（2012）『排除する学校・排除に抗する学校』大阪大学出版会．
•日本教育方法学会編 （2014） 『教育方法学研究ハンドブック』 学文社．
•松本伊智朗他編著（2016）『子どもの貧困ハンドブック』かもがわ出版．
•耳塚寛明編 （2014） 『教育格差の社会学』 有斐閣アルマ．
•山田哲也 （2016） 「格差 ・ 貧困から公教育を問い直す」 志水宏吉編 『社会の中の教育』 （岩波講座 教育 変革への展
望 第 2 巻） 岩波書店．
•山野則子（2018）『学校プラットフォーム：教育・福祉、そして地域の協働で子どもの貧困に立ち向かう』有斐閣．
•山野良一 （2016） 「発達格差の中の子どもたち ： 保育と文化資本の観点から」 秋田喜代美編 『変容する子ど もの関係』
（岩波講座 教育 変革への展望 第 3 巻） 岩波書店．
•横井葉子（2017）「スクールソーシャルワーカーを活かした組織的・計画的な支援：義務教育の学校からのアプローチ」『子どもの
貧困対策と教育支援：より良い政策・連携・協働のために』明石書店．

授業科目名

科目NO.

教育学演習Ⅴ

LBEDU3306

授業コード

L223130010
単位数

Seminar in EducationⅤ
授業形態

担当教員名

演習

添田 晴雄

2単位

●科目の主題
特別活動、算数・数学教育、道徳教育、学習指導要領と大学入試、教員の多忙化、など、今日の日本の教育の争点や日
本の教育文化の特徴が見出される事象について、英語で説明する課題に取り組む。ひとりあたりふたつの概念を説明する
課題に取り組む。授業中に外国の大学とSkype接続し、英語でプレゼンテーションをする機会も計画中である。
●到達目標
(1)英語で説明しようとすることが日本の教育を深く理解する契機となることを体験する。
(2)(1)の結果として、教育学の探究がより深まったことが意識できる。
(3)外国人に対して日本の教育時事のいくつかについて（たどたどしくてもいいので）英語で説明できるようになる。
●授業内容・授業計画
第1回 オリエンテーション
第2回 説明内容ウェビング、日本語による説明原稿の作成
第3回 聞き手の理解事前事後予想、日本語によるパワーポイントの作成
第4回 日本語による発表と振り返り
第5回 英語による説明原稿の作成
第6回 英語によるパワーポイントの作成
第7回 英語による説明リハーサル
第8回 英語による発表と振り返り
第9回 英語による2つ目のテーマの発表の準備
第10回 英語による2つ目のテーマのパワーポイントの作成
第11回 英語による2つ目のテーマのリハーサル
第12回 英語による2つ目の発表
第13回 Skypeによる海外の大学生に向けたプレゼンテーション（日程調整中）
第14回 ふりかえり
●事前・事後学習の内容
リサーチに基づくプレゼンテーションにするために学情等で情報検索をする。
授業時間以外に発表準備やリハーサルなどをする。
●評価方法
平常点（発表とディスカッション）。ただし、英語そのものの能力は評価の対象としない。
●受講生へのコメント
自由選択科目であり、教育学コース生以外の受講も歓迎する。教育学が得意な学生と英語で表現することに興味を持っ
ている学生とが共に学び合う場にしたい。英語はたどたどしくてもかまわない。日本の教育をテーマにして、思っている
ことをなんとか伝えようとする経験を積んで欲しい。
●参考文献・教材
参考文献・教材
村田翼夫・山口満編著『バイリンガルテキスト現代日本の教育―制度と内容―』東信堂、2010年

授業科目名

科目NO.

教育行政学

LBEDU3307

授業コード

L223140010
単位数

Educational Administration
授業形態

担当教員名

講義

辻野 けんま

2単位

●科目の主題
人間の発達を社会全体としてどのように保障していくのか、そのためにどのような制度が求められるのか、このような
問題を考えることが本授業のテーマである。学校はじめ教育が営まれるさまざまな機会に影響を与える法や制度は、「子
どもをどう育てるか」等の〈ミクロな教育実践〉に対して「家庭の教育格差をどう是正するか」「学校ごとの教育の質を
どのように保証するか」等の〈マクロな規定要因〉となっている。学校はじめ教育が営まれるさまざまな場がおかれてい
るマクロな文脈（制度や政策など）についての視野をもつことで、「教育改革」の潮流を読み解き教育経営の思考力を磨
く。
●到達目標
ミクロな教育の営みをマクロな制度との関わりから捉えられる。
●授業内容・授業計画
第1回 教育行政学へのいざない
第2回 学校教育の法と制度
第3回 諸外国の教育行政
第4回 学級・授業の教育行政
第5回 教員と学校職員の制度
第6回 中央の教育行政
第7回 地方の教育行政
第8回 学校外教育の行政
第9回 公教育と私教育をめぐる行政
第10回 教育財政の制度
第11回 教育課程の制度
第12回 高等教育行政
第13回 学校経営と地域社会
第14回 総括的討議
●事前・事後学習の内容
初回授業でのオリエンテーションや毎回の授業時に適宜支持する
●評価方法
レポート70％、平常点30％を総合的に評価する。
●受講生へのコメント
教育行政というテーマは一見すると親しみをもちにくいが、それが扱う対象は学校だけでなく社会教育や家庭教育、さ
らには個人の自由な学びへと広がっている。教育に関する経験は一人一人異なるが、それら個人的な経験がいずれも教育
行政学の研究の対象になりうるという面白さを伝えたい。
●参考文献・教材
特に指定しない。レジュメにしたがって講義を進める。

授業科目名

科目NO.

教育史

LBEDU3208

授業コード

L223150010
単位数

History of Education
授業形態

担当教員名

講義

柏木 敦

2単位

●科目の主題
近代公教育の形成・展開の過程について、主として日本近代における学校教育制度の成立過程を概観する。本講義では
特に義務教育制度の成立、展開過程を中心に講義を進め、日本近代において「学校に通う」ということ、「学校で学ぶ」
ということがどのような形で日本の人々の学習のありようや生活のありようを変えていったのかということを考えてゆ
く。
●到達目標
以下の三点を到達目標とする。
（1）日本の教育制度政策の展開過程を、史料に基づいて理解してゆく。
（2）教育の歴史的な出来事を実証する史資料について知る。
（3）「学校に通う」「学校で学ぶ」ということの意味について、歴史的経緯を踏まえた考え方を持つ。
●授業内容・授業計画
以下のような内容で授業を進める。
第１回 ガイダンス
第２回 学校がない頃の子どもの学び方
第３回 学校教育のはじまり～「学制」と学校制度のはじまり
第４回 初等教育制度の模索過程～教育令、諸学校令
第５回 第二次小学校令と帝国憲法・地方自治制度
第６回 御真影と教育勅語
第７回 実業教育の展開
第８回 義務教育無償制の成立
第９回 児童の労働環境と小学校制度
第１０回 「特別教育」「特殊教育」の流れ
第１１回 大正デモクラシーと子どもの教育
第１２回 国民学校令下の小学校教育
第１３回 戦時下の教育内容
第１４回 敗戦後の教育改革
●事前・事後学習の内容
事前学習：各回のレジュメ・資料は前の講義で配布するので、事前に「概説」および資料を読んでおくこと。また参考
文献を部分的にでも読んでおくのが望ましい。事後学習：当該講義で扱った史的事項の今日的意義を自分なりに考えてお
くこと。
●評価方法
期末試験の成績による。
●受講生へのコメント
学校教育制度の形成過程や日本近代史に興味をもって受講するのが望ましい。
なお第一回目の講義で講義内容や成績評価の詳細をアナウンスするので、第一回目の講義は必ず出席すること。
●参考文献・教材
教材はレジュメ・資料を配付する。その他参考文献については授業中に適宜紹介するが、当面、以下のものを挙げておく。
戸田金一『秋田県学制史研究』みしま書房、1988年。
文部省『中学校関係法令の沿革』文部省、1940年。
松本昌介ほか編『障害児 学童疎開資料集』（全４巻）、六花出版、2017年。
成城学園教育研究所編『教育問題研究』（復刻版）、龍渓書舎。
『編集復刻 日本近代教育史料大系〔公文記録（一）〕』龍渓書舎。
高橋寛人編『教育刷新委員会総会配付資料集』クロスカルチャー出版、2016年。
井深雄二解説『教育刷新審議会配布資料集』クロスカルチャー出版、2017年。

授業科目名

科目NO.

教育メディア論

LBEDU3209

授業コード

L223160010
単位数

Theory and Practice of Educational Media
授業形態

担当教員名

講義

深見 俊崇

2単位

●科目の主題
今日の学校現場では，ICT環境の整備が進みつつあり，その積極的な活用が教師に求められている。
また，各教科等で児童・生徒の情報活用能力を育成することが必要であることから，授業等において児童・生徒が主体
的にICTを活用できる学習環境や授業をデザインする力量が不可欠である。
本講義では，ICTに関する理解を深めた上で，それらを活用した教育実践を概観し，教育への応用をいかに図るかを検
討する。そして，授業等においてICTを積極的に活用できる素養を身に付ける。
●到達目標
・ICT活用の可能性と課題を踏まえた上で，児童・生徒の学習を豊かにするための活用方法を考察できる。
・児童・生徒がICTを主体的に活用するための学習方法や学習環境を提案することができる。
・インターネット社会における新たな教育の可能性を考察できる。
●授業内容・授業計画
各回の内容は以下の通りである。
第1回 情報とメディア①
第2回 情報とメディア②
第3回 授業設計の基礎―メディアを授業で活用するために
第4回 情報教育とICT活用
第5回 ICT活用の可能性と課題
第6回 情報モラル
第7回 携帯電話・スマートフォン①
第8回 携帯電話・スマートフォン②
第9回 メディアリテラシーの基礎
第10回 体験を通してメディアリテラシーを理解する
第11回 プログラミング教育
第12回 ゲームと教育
第13回 インターネット社会における教育のあり方
第14回 21世紀に求められる教育
●事前・事後学習の内容
集中講義開始までに「学校における情報セキュリティ及び ICT環境整備等に関する研修教材」を読んでおくこと。
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/14/1369637_003.pdf
●評価方法
平常点（40％）＋レポート（60％）
レポートの内容については講義中に伝える。
●受講生へのコメント
毎回の講義では，それぞれのテーマについて受講者間で議論するので，積極的に参加してもらいたい。
ICTをいかに活用するかに留まらず，教育そのものを再検討する講義を目指すため，教育について幅広く考えてみたい
という人も受講を歓迎したい。
●参考文献・教材
教材：プリント・配付資料を配付する。
参考文献：
水越敏行・久保田賢一（2008）『ICT教育のデザイン』，日本文教出版
コリンズ・ハルバーソン（稲垣忠編訳）（2012）『デジタル社会の学びのかたち』，北大路書房

授業科目名

科目NO.

教育学特講Ⅰ

LBEDU3308

授業コード

L223170010
単位数

Special Lecture on EducationⅠ
授業形態

担当教員名

講義

西村 拓生

2単位

●科目の主題
思想史研究と教育の現実
●到達目標
教育実践にとって思想を学ぶことの意義を理解すること。
●授業内容・授業計画
担当教員が行ってきた「美と教育」に関する研究と物語り論的な臨床教育学研究を紹介することを通して、思想史研究
と教育の現実とのつながりを考える。
第１回：問いの所在——思想史研究と教育の現実
第２回：「美と教育」という問題——思想史的概観
第３回：ポストモダンの時代の「美と教育」
第４回：プリズムとしてのシラー『美育書簡』
第５回：シラー解釈の諸相
第６回：仮象としての美
第７回：仮象論と物語り論
第８回：教育の物語り論の文脈——ポスト冷戦期教育学と臨床教育学
第９回：物語り論の理論——リクールを中心に
第１０回：物語り論的授業研究の試み
第１１回：物語りと公共性
第１２回：公共性と美——シラーとハーバーマス
第１３回：物語りの彼岸
第１４回：おわりに——実践において生成する理念
●事前・事後学習の内容
事前学習：集中講義の各ユニット毎に、事前に配布した文献を読んでおくこと。
事後学習：集中講義の各ユニット毎に、講義内容に関する自分の理解をまとめた上で、疑問点、感想を書いてミニレポ
ートとして提出すること。
●評価方法
最終レポート（１００％）
●受講生へのコメント
「美」と「物語り」をキーワードに、教育の思想（史）研究と現実との往還の中で考えてきたことをお話ししたいと思
っています。いくつかある「引き出し」の中から何を取り上げるのかは、初回に受講者の皆さんの関心をお聞きして決め
ます。
●参考文献・教材
テキスト
特に使用しない
参考書・参考資料等
・『教育思想史コメンタール』教育思想史学会、2010年
・矢野智司・鳶野克己編『物語の臨界——「物語ること」の教育学』世織書房、2003年
・皇紀夫編『「人間と教育」を語り直す——教育研究へのいざない』ミネルヴァ書房、2012年
・西村拓生『教育哲学の現場——物語りの此岸から』東京大学出版会、2013年

授業科目名

科目NO.

教育学特講Ⅱ

LBEDU3309

授業コード

L223180010
単位数

Special Lecture on EducationⅡ
授業形態

担当教員名

講義

髙谷 哲也

2単位

●科目の主題
・本講義では、学校教育や教員が直面している課題やそれに対する自身の考えや世の中の議論を対象に、その基盤にあ
る考え方の妥当性を様々な観点から論考することを通して、教師研究や教育学研究が蓄積してきた専門的知見と専門的
な議論の作法を学ぶ。
・学校教育や教員のあり方をめぐって、世の中では様々な主張・議論が展開されている。その中で、授業づくりに関す
るもの、学力に関するもの、学校のあり方や危機に関するもの、生徒指導の背景にある文化・価値観に関するもの、教師
の成長に関するものをとりあげ、各種議論における主張の背景にある論理や価値観等を確認していく。それに対し、教育
学分野で蓄積されてきた研究知見に基づくとどのような問いが生起するのかを学び、自身の考えを専門的な知見に基づ
いてまとめ、論理的かつ複眼的に表現することのできる専門的見識を身につけていってもらう。
・本科目は、講義、対話、課題演習、映像視聴、ワークショップ等の学習活動を組み合わせながら進める。
・様々な学習形態と学習課題に挑戦することを通して、対話や演習をファシリテートする技術や意見の交流方法など、
他者との間で新たな知が創出されるような上質な学びを自分たちで生み出す方法等も、獲得してもらいたい。
●到達目標
学校教育や教師のあり方をめぐる各種の議論・主張の特徴を理解するとともに、本質的な課題を見出し考察・論考を進めていく
ことのできる専門的見識を身につける。主な到達目標は以下の通り。学校教育が直面している課題の特徴を把握する教育問題を
めぐる各種主張の特徴を理解する学校や教師のあり方を常に問い直し続けることのできる思考スタイル、教育学的なものの見方、
考え方、批判的思考力や複眼的思考力を獲得する
●授業内容・授業計画
第１回 オリエンテーション：自身の「良い学校」「教師の成長」イメージと向き合う
第２回 論考1「学校において子どもたちはどのような学びを経験しているか」
第３回 子どもたちが経験する学校生活と隠れたカリキュラム
第４回 教えることと学ぶことの関係と教師の役割
第５回 論考2「教育における暴力・暴言はなぜなくならないか」
第６回 生徒指導・部活動における常識と非常識
第７回 成長主体としての子どもの可能性と子どもの権利
第８回 「教育」の危険性と教育方針の違いをもたらすもの
第９回 論考3「子どもたちは教師の何をみているか」
第10回 被教育経験に規定される教育論議
第11回 論考4「子どもたちはどのように学びを進めていくか」
第12回 メディアとしての教師
第13回 論考5「教師の成長とはどのような変化か」
第14回 教師の専門性と教師の成長
●事前・事後学習の内容
・事前学習として、翌日の講義において議論するテーマについて自身の考えを深め、整理してきてもらう。
・事後学習として、受講した講義内容に関連する資料を読み、自身の考えや論点を整理し、講義ポートフォリオを作成
する学習に取り組んでもらう。
・集中講義全日程終了後、全体を通して学んだこと、考えたこと、新たに有した問いなどを整理し、レポートにまとめ
てもらう。
●評価方法
1．講義内の対話や演習への積極的参加ならびに対話促進への貢献度：20％
2．講義ポートフォリオとしての「記録シート」の内容充実度：40％
3．「ふりかえりレポート」の内容充実度と自己分析の深さ：40％
●受講生へのコメント
・本講義は、講義、対話、課題演習、映像視聴、ワークショップ等を組み合わせながら進めます。
・集中講義3日目と4日目には、鹿児島大学教育学部の学生との交流学習を予定しています。
・本講義の受講にあたって、教育学に関する専門的な知識の多寡は問いません。教育学を専門としている人に限らず、
学校教育や教師をめぐる様々な問題に関心のある人の受講を大いに歓迎します。
・自身の意見を論理的に述べる方法、学びの深まりにつながる意見の交流方法、対話をファシリテートする技術等を学
びたい人の参加も歓迎します。
●参考文献・教材
講義中に資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

地理学概論Ⅰ

LBGEO3201

授業コード

L224010010
単位数

General GeographyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

麻生 将

2単位

●科目の主題
この授業では「文化」「国家」「伝統」などの表象・言説が実は政治的に創造・管理されているということと、それを
地理学的な観点から読み解くことが可能であるという点をいくつかの事例を通して考えていきます。すなわち、文化とい
うものが所与のものではなく、政治的に創造され、管理されていくものであり、文化の背後にある政治的な要因や力によ
って空間が創造され、影響されていくという点を明らかにするのが本講義の主題です（したがって、本講義は人文地理学
の中でも主に文化地理学、社会地理学、政治地理学の各領域を中心に展開します）。
●到達目標
一見すると所与のものとして捉えられがちな「文化」「国家」「伝統」といった概念について、そこにいかに政治的・社会的な力が働
いているか、そこからどのような人々（と彼らに関わる事柄）がいかに排除されながら我々を取り巻く空間や景観が形成されてきたか
について、批判的な眼差しを持って考え、捉える観点ないしはスキルを身に付けることを到達目標とします。
●授業内容・授業計画
第1回 イントロダクション―講義全体の構造
第2回 排除の地理学―地理学の社会問題へのコミットと排除の関係について
第3回 「日本文化」という表象と京都―京都は日本文化の中心か？
第4回 「郷土」／「伝統」という概念―近代に創られた「郷土」・「伝統」
第5回 好まれる空間／好まれない空間 の逆転
第6回 安全安心のまちづくりとコミュニティ・ポリシング
第7回 ギャンブル空間にみる社会的排除とジェンダー
第８回 ジェンダーをめぐる排除と空間
第９回 パリ・マレ地区の開発とユダヤ人排除
第10回 近代化遺産をめぐるポリティクス
第11回 宗教集団の排除と景観（1）―岐阜県大垣市のプロテスタント教会の事例
第12回 宗教集団の排除と景観（2）―鹿児島県奄美大島のカトリック教会の事例
第13回 宗教集団の排除と景観（3）―熊本県阿蘇地方の聖公会の事例
第14回 宗教集団の排除と景観（4）―京都府綾部市と亀岡市の大本の事例
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
次回の内容に関わる参考文献や資料を講義の中で提示しますので、次の時間までに熟読してください。
●評価方法
(1) 出席：毎週の講義には必ず出席して下さい。出席数が2/3（10回）以上の受講生を評価対象とします。病欠などの場
合は診断書のコピー等の提出があれば考慮します。
(2) 定期試験（記述式）を実施します。講義の内容を踏まえて論理的・実証的に記述できているかどうかを問います。
●受講生へのコメント
メディア（ニュース、新聞、出版物など）で言われている事柄について、その裏側にある文脈を注意深く読み解く姿勢
を持って、日々の報道に触れていただきたいと思います。
●参考文献・教材
教科書は特に指定せず、授業中に資料を配布します。参考文献は授業中に適宜提示します。

授業科目名

科目NO.

地理学概論Ⅱ

LBGEO3202

授業コード

L224020010
単位数

General GeographyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

川口 夏希

2単位

●科目の主題
私たちの活動は、すべて、具体的な時間と空間の中で行われます。地理学は、空間、地域、場所といった言葉をキーワ
ードに、さまざまな現象を読み解いていく学問です。地理学の視点から都市景観を眺めなおしてみると、現代や過去のさ
まざまな社会・経済・政治・文化的な仕組みが見えてきます。本講義では、前近代から現代に至るまでの日本やヨーロッ
パの都市の形成過程や政策、思想をたどりながら、今日の都市の状況に至る道程を学んでいきます。
●到達目標
日欧の都市空間がどのような社会／経済／政治／文化的背景のもとでつくられてきたのか、どのような相違や共通点があるのか、
理解することを目的としています。
●授業内容・授業計画
授業計画
第１回：都市を読み解く？：地理的想像力と社会学的想像力
＜工業化と都市＞
第２回：工業化と近代都市計画①：オスマンのパリ大改造
第３回：工業化と近代都市計画②：田園都市論
第４回：工業化と近代都市計画③：戦間期の大阪
第５回：郊外空間の形成：バンリューとサバーブ
＜高度経済成長と都市＞
第６回：戦災復興と都市
第７回：モダニズムと高度経済成長
第８回：「公団住宅」と「グランアンサンブル」
第９回：モダニズムの「失敗」と高度経済成長の終焉
＜脱工業化と都市＞
第１０回：脱工業化と都市をめぐる状況変化
第１１回：新自由主義の台頭と「都市再生」
第１２回：都市とリノベーション
第１３回：ジェントリフィケーションと「都市への権利」
第１４回：都市計画への住民参加：フランス・リール地域の都市再生
●事前・事後学習の内容
講義中に配布する資料で各自予習・復習してください。適宜紹介する参考文献、映画、ウェブサイト等に目配りしてく
ださい。
●評価方法
学期末レポートと平常点（受講態度、授業中の小課題等）によって総合的に評価します。
●受講生へのコメント
本講義は、第一部「工業化と都市」（第２回〜第５回）、第二部「高度経済成長と都市」（第６回〜第９回）、第三部
「脱工業化と都市」
（第１０回〜第１４回）の三部構成で行います。授業はパワーポイントを用いた通常の講義形式です。
受講生の皆さんが具体的なイメージを持ちやすいように、映像資料、写真、地図を多く使用します。
●参考文献・教材
ポール・ノックス＆スティーブン・ピンチ『改訂新版 都市社会地理学』古今書院
水内俊雄・加藤政洋・大城直樹『モダン都市の系譜―地図から読み解く社会と空間』ナカニシヤ出版
藤井正・神谷浩夫『よくわかる都市地理学』ミネルヴァ書房
その他授業中適宜紹介します。

授業科目名

科目NO.

地誌学Ⅰ

LBGEO3203

授業コード

L224030010
単位数

Regional GeographyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

大場 茂明

2単位

●科目の主題
地誌学Ⅰは外国地誌である。異なる文化をもって発展してきた諸地域を、近代ナショナリズムの所産である「国民国家」
の枠を越えて、経済的・政治的に統合しようという未曾有の試みが行われているEUの地誌を扱う。
●到達目標
欧州統合が「ひとつのヨーロッパ」を目標としているのと同時に、実は多様な地域・住民で構成される「いくつものヨーロッパ」を目
指す試みであることを、順次取り上げるトピックの学習を通じて理解する。あわせて、欧州統合の拡大と深化が域内諸地域に及ぼ
した影響や、イギリスの離脱やユーロ圏の債務・財政危機、大量の難民流入など、近年ヨーロッパが直面している様々な問題とそ
の背景についての知見を深め、地域問題に対する思考力を養う。
●授業内容・授業計画
本講義では、①欧州統合の拡大と深化の過程、②経済・政治統合をめぐる諸問題、③EU域内の地域格差（成長地域、旧
工業地域、発展途上地域）に焦点を絞って、人口・経済力ともに域内最大の加盟国であるドイツを中心としたヨーロッパ
地誌を講述する。
第１回 欧州統合の歴史
第２回 EUの組織
第３回 経済統合の過程；転機にあるEURO
第４回 EU域内の地域格差
第５回 EU地域政策の展開
第６回 外国人とは誰か？ （1） 同化・編入・統合
第７回 外国人とは誰か？ （2） ドイツにおける移民たち
第８回 政治統合への道
第９回 ヨーロッパの都市景観 （スライド上映）
第１０回 ドイツにおける産業構造の転換と地域間格差
第１１回 ドイツの成長地域：バイエルン州
第１２回 ドイツの旧工業地域：ルール地域
第１３回 ドイツの発展途上地域：旧東ドイツ地域
第１４回 ドイツのまちづくり （スライド上映）
第１５回 本講義のまとめ
●事前・事後学習の内容
各回授業終了時に、次回の講義内容を予告するとともに、主要項目を3～4個のキーワードで示す。必ず事前にそれらの
内容を確認し、授業に臨むこと。また、各自講義の要点を整理するなど、復習を欠かさないようにすること。
●評価方法
論述形式の定期試験により評価する。授業時に配布した資料や参考文献の持ち込みは自由なので、講義内容にもとづき
如何に論理的な記述をするかが、評価のポイントとなる。
●受講生へのコメント
本講義では、スライドの上映、担当教員自身の現地での体験を織り込みながら、ヨーロッパの風景や日常生活を多少な
りとも実感してもらえるよう工夫する。単にEUに関する知見を深めるのみならず、受講者が自らヨーロッパを訪れてみ
たくなるような授業を展開して行きたい。
●参考文献・教材
テキスト：使用しない。最新情報を交えたプリントを配布する。
参考書：授業時に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

地誌学Ⅱ

LBGEO3204

授業コード

L224040010
単位数

Regional GeographyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

祖田 亮次

2単位

●科目の主題
本授業では，「第三世界」あるいは「発展途上国」と呼ばれる地域のなかでも，特に，アジア諸地域における国家，地
域，民族（エスニシティ）について，各種の研究事例を紹介し，従来の国家像や地域区分では理解できないさまざまな問
題や矛盾について考察する。具体的に取り上げる地域は，東南アジアが中心となるが，必要に応じてアフリカや南アメリ
カの事例とも比較・検討しながら，より深いアジア理解を得ることを目指す。授業のキーワードとしては，国民国家，植
民地，開発主義，エスニシティ，人口移動などである。これらのキーワードを具体的事例にもとづいて考察する。
●到達目標
国民国家を相対化する視点，地域を捉えなおす視点を身につけることが，本授業の最終的な目標である。
●授業内容・授業計画
本授業では，以下の各テーマについて，1～2回ずつで完結する話題を提供する。
1．イントロダクション
2．東南アジアとは何か、南アジアとは何か、アジアとは何か？
3．植民地行政と独立：国民国家とは何か？
4．アジアの開発主義政策
5．多民族国家の国民統合
6．国民統合の事例1：地方文化かエスニシティか
7．国民統合の事例2：揺れ動く民族概念
8．国民統合の事例3：移民と国民国家形成
9．小テスト
10．ZOMIA：アジアの平地－山地関係
11．ZOMIA：逃げの文化誌
12．曖昧な国境線1：越境する山の民
13．曖昧な国境線2：越境する海の民
14．国民国家の課題、国民国家の相対化
15．地域区分、地域認識のあり方とは？
●事前・事後学習の内容
東南アジアやアフリカなど、学生にとって馴染みの薄い地域や話題が数多く出てくるので、予習的な宿題を課して授業
の理解の一助としてもらう予定である。
また、授業内で提供した情報をもとに、自分なりの考えをまとめてもらうための宿題を課すこともある。
●評価方法
授業内で書くコメント、授業外の時間に貸す宿題・レポート、授業の参加度合いなどを総合的に判断して評価する。お
よその配分は以下の通り。出席点：5～10％、宿題・コメントペーパー・小レポート・小テスト：45～50％、期末レポー
ト：35～40％。
●受講生へのコメント
毎回、ちょっとしたアンケートや小テスト的なものを書いてもらいます。
2回に1回くらいのペースで宿題（小レポート的なるもの）が出ます。
それなりにしんどい授業です。
●参考文献・教材
特定の教材は指定しない。授業中にプリントを配布する。参考文献等は，授業中に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

地理学実験実習Ⅰ

LBGEO3205

授業コード

L224050010
単位数

Experimental Practice in GeographyⅠ
授業形態

担当教員名

実習

祖田 亮次

2単位

●科目の主題
本実習の目的は地理学の分野において卒業論文を作成していく上で必要な技術と知識の習得です。また、そうした技術
が地理学のものの見方・考え方と密接に結びついていることも理解してもらいます。本実習は地理学実験実習Ⅱと並行し
て開講されるので、合わせて受講してください。本実習Iでは、フィールドワークに必要な技術・作法・資料収集・データ
分析を中心に学び、同時並行の実験実習IIでは、GISの考え方と使い方を身につけてもらいます。
●到達目標
フィールドワークとは何かを理解し、地図や資料の収集、読解、分析が可能になること。
●授業内容・授業計画
授業はおよそ以下の計画で進めます。
第１回 イントロダクション
第２回 地図の読み方と描き方1
第３回 地図の読み方と描き方2
第４回 地図の読み方と描き方3
第５回 フィールドワークと地図1
第６回 フィールドワークと地図2
第７回 フィールドワークの方法論1
第８回 フィールドワークの方法論2
第９回 フィールドワークの準備1（資料収集）
第１０回 フィールドワークの準備2（資料分析）
第１１回 フィールドワークの準備3（調査項目の設定）
第１２回 フィールドワークの準備4（アポイントメントの取り方）
第１３回 フィールドで収集したデータの使い方1
第１４回 フィールドで収集したデータの使い方2
第１５回 フィールドで収集したデータの使い方3
●事前・事後学習の内容
フィールドワークの技能の習得や、実際の調査の準備は、授業時間内では完結せず、授業前後の作業が重要になります。
毎回、何らかの課題が出ます。課題内容としては、調査対象の探索と選定、調査地の地理情報の収集、聞き取り調査の質
問項目の作成、アポイントメントの取得などが含まれます。
●評価方法
出席（20%）、各週課題（40%）、レポート課題（40%）から評価します。特に各週課題は怠らずに提出してください。
●受講生へのコメント
今後、地理学の専門課程で学習し、卒業論文を執筆していく上で、これらの技術は不可欠ですので、継続的に作業に取
り組んでください。必ず、地理学実験実習Ⅱと同時に受講してください。
●参考文献・教材
必要なリーディング課題は担当者より提供します。作業ファイルの保存のためにUSBメモリーが必要となりますので、各自ご準備
ください。

授業科目名

科目NO.

地理学実験実習Ⅱ

LBGEO3206

授業コード

L224060010
単位数

Experimental Practice in GeographyⅡ
授業形態

担当教員名

実習

木村 義成

2単位

●科目の主題
本実習の目的は地理学の分野において卒業論文を作成していく上で必要な技術と知識の習得である。
本実習では、空間データの作成と編集、GISやGPSの考え方と使い方に習熟することを通じて、地理学研究を行う上で必
要な地域統計を用いた統計処理、及び空間解析に関する技術と知識を習得することを目的とする。
●到達目標
本実習では、地域特性の分析やデータ・サンプリングと調査法、地域住民への質問票の作成や分析について実データを用いて
演習を実施する。
なお、同時並行の実験実習Ⅰにおいても、フィールドワークに必要な技術・作法・資料収集・データ分析を中心に学ぶ。
●授業内容・授業計画
地理学教室所有のGISやGPSを利用した実習を行う。
本実習は地理学実験実習Ⅰと並行して開講されるので、必ず合わせて受講すること。
第１回 ・イントロダクション
第２回 ・一般地図の作成①
第３回 ・一般地図の作成②
第４回 ・統計地図の作成
第５回 ・空間データの作成と編集①
第６回 ・空間データの作成と編集②
第７回 ・空間データの作成と編集③
第８回 ・基礎統計量とグラフ表現①
第９回 ・基礎統計量とグラフ表現②
第１０回 ・検定と推定
第１１回 ・地域の分類のための多変量解析
第１２回 ・空間解析
第１３回 ・GPSを用いた位置情報の取得
第１４回 ・空間データの統合利用
第１５回 ・総括
●事前・事後学習の内容
実習の1週間前を目途に教材を配布するので、事前に実習の内容を熟読すること。
実習終了後に地図作製などの課題を指示するので、指示に従い課題に取り組むこと。
●評価方法
実験実習という講義の性格上、出席点を最重視する。
実習の内容は連続するものであり、欠席すると次回以降、実習に付いて行けなくなる可能性があるので留意すること。
●受講生へのコメント
今後、地理学の専門課程で学習し、卒業論文を執筆していく上で、これらの技術は不可欠なので、継続的に作業に取り
組むこと。
また、「地理学実験実習Ⅰ」と必ず受講すること。「地理学実験実習Ⅱ」のみの受講は許可しない。
●参考文献・教材
教材・参考文献については、随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

地理学講読演習Ⅰ

LBGEO3301

授業コード

L224070010
単位数

Reading Seminar in GeographyⅠ
授業形態

担当教員名

演習

山﨑 孝史

2単位

●科目の主題
地理学において、外国語は少なくとも英語の能力を磨くことが求められます。なぜなら、学界の最新の研究動向を知る
には英語文献の読解力が前提となり、 将来自らの仕事や研究の成果を国際的に発信していく上で英語が鍵を握るからで
す。本演習ではこうした観点から英語文献の精読とそれに関する口頭発表から構成されます。
●到達目標
本年度前期の講読演習は、人文地理学関連（オンライン事典など）のサイトを用いていくつか選ばれたトピック項目を全員で翻
訳・精読していきます。学期末には課題サイトの内容をもとに各自で関心のあるテーマについて英字新聞記事を選定し、その内容
を発表します。以上を通して英語文献の内容理解のノウハウを習得します。
●授業内容・授業計画
第１回 イントロダクション
第２回 トピック項目①
第３回 トピック項目①
第４回 トピック項目①
第５回 トピック項目②
第６回 トピック項目②
第７回 トピック項目②
第８回 トピック項目③
第９回 トピック項目③
第１０回 トピック項目③
第１１回 トピック項目④
第１２回 トピック項目④
第１３回 トピック項目④
第１４回 レポート課題発表
第１５回 評価用修正スライド提出
●事前・事後学習の内容
各週の翻訳課題は担当者が事前にGoogleドキュメントにアップロードし、教員のチェックを受けます。発表された成果
については事後参照できるよう教員のホームページ（http://polgeog.jp/）にアップロードします。
●評価方法
(1) 出席：毎週の講義には必ず出席して下さい。出席数が2/3以上の受講生を評価対象とします。欠席の場合は減点しま
すが、病欠などの場合は診断書のコピー等の提出があれば減点しません。
(2) 各週の課題：オンライン翻訳サイトを用いて、課題サイトから選ばれた項目について、全員で翻訳を進めます。課題
項目の翻訳文と疑問点をGoogleドキュメントにアップロードして発表して下さい（80点）。
(3) レポート課題：課題サイトの内容をもとに各自で関心のあるテーマについて英字新聞記事を選定し、その内容を発
表します。オンオンライン翻訳サイトを利用して内容を把握した上で口頭発表し、発表スライドを修正の上提出して下さ
い（20点）。
(4) それぞれの課題の内容を評価し、総得点60点以上を合格とします。
●受講生へのコメント
翻訳に際してはテキストを一括して機械翻訳するGoogle翻訳やWeblio翻訳がありますので、これらを併用して翻訳を進
めて下さい。演習に関する諸連絡は専用のML（chiri-kodoku）を通して行います。演習日以外にも質問などをポストする
ことができますので、活用してください。翻訳などで困ったことがあれば遠慮なく教員に相談して下さい。
●参考文献・教材
授業中に指示します。シラバスの内容やその変更箇所については逐次教員ホーム―ページ（http://polgeog.jp/）に掲示してい
きます。

授業科目名

科目NO.

地理学講読演習Ⅱ

LBGEO3302

授業コード

L224080010
単位数

Reading Seminar in GeographyⅡ
授業形態

担当教員名

演習

大場 茂明

2単位

●科目の主題
近年の海外学術雑誌に収録された論文の読解を通じて、地理学の諸分野における最新の研究動向にふれる。
●到達目標
この演習の到達目標は、以下の通りである。①毎回一定分量の外国語テキストにふれることで、地理学における基本的語彙を習
得する
②地理学における最先端の研究分野と研究方法を学ぶ
③資料の収集・分析手法、その分析結果の妥当性を検討する
④海外の研究事例を参考に、対象地域の選定や研究方法の選択について考える
●授業内容・授業計画
前半（2 ～ 8 回） は担当者が用意したテキストを用いて、輪読形式で授業を行う。これによって、単に文意を把握す
るだけではなく、地理学における基本語彙の習得を目指す。後半（9 ～ 15 回） は各自が選定した外国語文献に基づき
レジュメを作成し、その内容について発表する。受講生は報告内容に関する質疑討論を行う。
第１回 ガイダンス：トピックを見つける、キーワードから絞り込む
第２回 受講生による報告と討論
第３回 同上
第４回 同上
第５回 同上
第６回 同上
第７回 同上
第８回 同上
第９回 同上
第１０回 同上
第１１回 同上
第１２回 同上
第１３回 同上
第１４回 同上
第１５回 同上、全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
受講に際しては、指定された文献を精読してレジュメを作成するなど、事前に十分な準備を行った上で臨むこと。また、
授業の終了後には、指摘されたコメントを整理し、次回以降の報告に生かせるよう復習を欠かさないようにすること。
●評価方法
出席状況（10％）、発表内容（60％）、質問など議論への参加状況（30％） から評価する。
●受講生へのコメント
毎回一定のボリュームのある海外の学術論文の精読を課題とするので、履修にあたっては十分な予習が必要である。し
たがって、たとえば将来最新の研究動向を踏まえた卒業論文を執筆したいと考えている意欲的な専攻生には役立つ授業
である一方、漫然とした履修態度は認めないので留意すること。
なお、第1 回のガイダンスには必ず出席すること。ガイダンスを欠席した場合は、受講を認めないことがあるので注意
すること。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

地理学野外調査実習Ⅰ

LBGEO3207

授業コード

L224090010
単位数

Geographical Field SurveyⅠ
授業形態

担当教員名

実習

祖田 亮次

2単位

●科目の主題
野外調査実習では、調査の準備と実施、成果の整理と分析という野外調査の一連のプロセスを通じて、文献・資料の収
集法、調査テーマの設定手順、聞き取りや観察の技術、収集した情報の整理方法などを学び、フィールドワークに必要な
知識と方法を身につけることを目的とする。教員と受講生で設定したテーマに基づいて、自治体、企業、各種団体、住民
への聞き取り調査、アンケート調査、観察、写真撮影、作図などを実施する。
●到達目標
フィールドワークの方法論を理解したうえで、実際に現地でどのように行動すべきなのか、実践を通じて習得できるようになる。
●授業内容・授業計画
下記の3段階を踏んで、現地調査の準備を行っていく。
第１回 イントロダクション
第２回 調査地域の選定と同地域に関する基本的な文献・地図・資料の輪読1
第３回 調査地域の選定と同地域に関する基本的な文献・地図・資料の輪読2
第４回 調査テーマの選定と調査項目の検討、現地関係機関との調整、調査計画の作成1
第５回 調査テーマの選定と調査項目の検討、現地関係機関との調整、調査計画の作成2
第６回 調査テーマの選定と調査項目の検討、現地関係機関との調整、調査計画の作成3
第７回 現地調査・エクスカーション1
第８回 現地調査・エクスカーション2
第９回 現地調査・エクスカーション3
第１０回 現地調査・エクスカーション4
第１１回 成果報告と報告書作成1
第１２回 成果報告と報告書作成2
第１３回 成果報告と報告書作成3
第１４回 成果報告と報告書作成4
第１５回 成果報告と報告書作成5
●事前・事後学習の内容
実際の調査は授業時間外に行います。それらの成果のまとめと、レポートの作成も、授業時間内では完結しません。授
業時間中は、事前に準備してきたものを授業中に共有し、検討するという作業が中心になりますので、事前・事後の学習
が重要になります。
●評価方法
平常点(出席状況と課題への取り組み方)と最終レポートによって評価する。
●受講生へのコメント
「地理学実験実習Ⅰ」、「地理学実験実習Ⅱ」を履修済みであることが望ましい。
授業では、ほぼ毎回課題を課すので、受講生には個人またはグループでの作業に積極的に参加することが求められる。
また、現地調査・巡検に参加しない場合には単位修得は認められないので、くれぐれも留意すること。現地調査・巡検
等で若干の交通費がかかる。
●参考文献・教材
テキスト：使用しない。
参考書：授業時に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

地理学野外調査実習Ⅱ

LBGEO3303

授業コード

L224100010
単位数

Geographical Field SurveyⅡ
授業形態

担当教員名

演習

大場 茂明

2単位

●科目の主題
この実習では、春季の教室巡検先となる調査地を選定し、現地調査と巡検の企画を行うとともに、その成果を報告書と
して公表するプロセスを学ぶ。受講生各自が設定したテーマに基づいて、自治体、企業、各種団体、住民への聞き取り調
査、アンケート調査、観察、写真撮影、作図などを実施する。
●到達目標
調査地候補についての各種情報を収集し、事前調査を実施した上で、現地調査ならびに巡検を行う。巡検後も調査を継続して
調査成果を授業時に報告するとともに、受講生全員で調査報告書を作成して公表する。こうした作業を通じて、フィールドワークの
企画・実施・まとめという一連のプロセスを習得することが、この実習の到達目標である。
●授業内容・授業計画
下記の3段階を踏んで、現地調査を実施し、成果を報告・公表する。
第１回 ガイダンス
第２回 フィールドワークの企画1（調査地域の選定）
第３回 フィールドワークの企画2（調査地に関する文献・地図・史資料の収集整理）
第４回 調査テーマの選定と調査項目の検討1（質問票調査の準備）
第５回 調査テーマの選定と調査項目の検討2（聞き取り調査の準備）
第６回 調査テーマの選定と調査項目の検討3（景観調査の準備）
第７回 フィールドワークの実施1（景観調査）
第８回 フィールドワークの実施2（土地利用調査）
第９回 フィールドワークの実施3（地域構造調査）
第１０回 フィールドワークの実施4（経済活動調査）
第１１回 フィールドワークの実施5（地域文化調査）
第１２回 フィールドワークの実施6（社会生活調査）
第１３回 フィールドワークのまとめと報告書作成1（報告書の構成）
第１４回 フィールドワークのまとめと報告書作成2（図表の作成法）
第１５回 フィールドワークのまとめと報告書作成3（地図化）
●事前・事後学習の内容
受講に際しては、指導教員の指示に基づき、事前に十分な準備を行った上で臨むこと。また、授業の終了後には、指摘
された内容をもとにフィールドワークの実施計画や報告書の修正を行い、次回の報告に備えること。
●評価方法
平常点（出席状況と課題提出60％）と報告書執筆内容（40％）により評価する。
●受講生へのコメント
「地理学野外調査実習Ⅰ」、「地理学実験実習Ⅰ」、「地理学実験実習Ⅱ」を履修済みであることが受講の前提である。
現地調査の実施、収集した資料の整理と分析、成果報告書の作成に至るまで、個人またはグループでの作業が授業の中心
となるので、受講にあたっては積極的に参加する姿勢が求められる。なお、現地調査・巡検に参加しない場合には単位修
得は認められないので、くれぐれも留意すること。
●参考文献・教材
テキスト：使用しない。
参考書：授業時に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

LBGEO3304

地理学演習Ⅰ

授業コード

L224110010
単位数

Seminar in GeographyⅠ
授業形態

担当教員名

演習

大場 茂明、山﨑 孝史

2単位

●科目の主題
地理学の諸分野における近年の学術雑誌論文の中から、受講生各自が関心ある文献を選び、レジュメを作成して発表し、
それに基づき受講生全員で議論をする。
●到達目標
この演習を通じて、
①地理学における様々な研究分野と研究方法
②資料の収集・分析方法と、その分析結果の妥当性
③論文の書き方
を学んでもらう。
●授業内容・授業計画
各自が関心のあるテーマに基づき、学術雑誌に公表された論文を選択し、その内容を要約して発表する。受講生は報告
内容に関する質疑・討論を行う。レジュメの作成方法、発表の要領など、詳細は第1回の授業で説明するので、必ず出席
のこと。
第１回 授業の進め方と基本文献の紹介
第２回 受講生による報告
第３回 同上
第４回 同上
第５回 同上
第６回 同上
第７回 同上
第８回 同上
第９回 同上
第１０回 同上
第１１回 同上
第１２回 同上
第１３回 同上
第１４回 同上
第１５回 授業のまとめと後期への展開
●事前・事後学習の内容
受講に際しては、担当教員の指示に基づき、指定された文献を精読するなど、事前に十分な準備を行った上で臨むこと。
また、授業の終了後には、講義の要点や指摘されたコメントを整理し、復習を欠かさないようにすること。
●評価方法
出席状況(10％)、発表内容(60％)、質問など議論への参加状況(30％)により評価する。
●受講生へのコメント
必ず「地理学演習Ⅱ」をペアで受講すること。本演習は4年次の卒業論文執筆に向けて、地理学における研究方法や論
文の書き方を先行研究から学ぶことを目指す。そのためには、自分が報告するだけではなく、他の受講生による発表を理
解し、建設的な質疑・批判を行うことが重要である。したがって、授業への出席はもとより、議論への積極的参加が求め
られる。
●参考文献・教材
テキスト：使用しない。
参考書：授業時に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

LBGEO3305

地理学演習Ⅱ

授業コード

L224120010
単位数

Seminar in GeographyⅡ
授業形態

担当教員名

演習

山﨑 孝史、大場 茂明

2単位

●科目の主題
「地理学演習Ⅰ」の受講を基礎に、地理的研究課題の選定、先行研究の渉猟、調査方法の検討、予備調査、発表と討論
の各段階の作業を通して、地理学研究の理論・方法に精通し卒業論文の作成に備えます。
●到達目標
受講生は、この演習を通して4年次の卒業論文の研究課題を決定し、学期末に予定される卒業論文合同演習のための研究計
画レポートを作成します。
●授業内容・授業計画
以下の計画に沿って授業を進めます。受講生は各週の課題にそって卒論計画を練っていきます。
第１回 地理的研究課題の発見
第２回 地理的研究課題の特定
第３回 研究課題発表・討論
第４回 先行研究の渉猟
第５回 先行研究の批判的摂取
第６回 先行研究展望・討論
第７回 調査方法の検討
第８回 調査方法の採用
第９回 調査方法発表・討論
第１０回 調査地候補の選定
第１１回 調査地の選定
第１２回 調査地発表・討論
第１３回 研究計画の作成
第１４回 卒論研究計画の発表
第１５回 卒論研究計画の完成
●事前・事後学習の内容
受講に際しては、担当教員の指示に基づき、指定された文献を精読するなど、事前に十分な準備を行った上で臨むこと。
また、授業の終了後には、講義の要点や指摘されたコメントを整理し、復習を欠かさないようにすること。
●評価方法
出席（10％）、課題提出・発表（60％）、研究計画書（30％）から評価します。
●受講生へのコメント
必ず「地理学演習Ⅰ」を合わせて受講してください。本演習は4年生次の卒業論文執筆に直接つながる演習として、具
体的な卒業論文の研究計画を作成しますので、各自の研究課題・方法の具体化にとどまらず、相互討論を通してその洗練
も目指します。したがって、自己の課題への取り組みに加え演習への恒常的参加、4年生向けの卒論合同演習・論文発表
会への出席も必要とされます。
●参考文献・教材
テキスト：使用しません。
参考書：授業時に適宜指示します。

授業科目名

科目NO.

自然地理学概論

LBGEO3208

授業コード

L224130010
単位数

Introduction to Physical Geography
授業形態

担当教員名

講義

小倉 博之

2単位

●科目の主題
■自然地理学は地理学の一分野であり，自然科学に属する学問でもある。本授業では，自然地理学の視点に立って地表
付近で展開する自然現象を理解し，自然現象と人間活動との関わり，ならびに災害への対応を考えていく。
●到達目標
■地表空間で展開する自然現象の科学的理解を第一目標とし，さらに知識習得のみにとどまらず，自然現象を適切にとらえ，そ
れに関する理論構築と法則追究とを目指したい。
●授業内容・授業計画
■上述の主題・目標にそって，プリント資料・プロジェクター等で図・表・写真を提示し解説する講義を主体とする。
なお，受講者の理解を深めるため，作業や論理展開をともなう課題も出す。各時限の内容は次の通り。
■第１回 自然地理学とは
■第２回 自然地理学の歩み
■第３回 自然現象のとらえ方 －－ 地形のスケール，海岸地形の解釈
■第４回 自然現象の観察から理論の構築へ －－ 氷河・周氷河地形，地形発達の概念
■第５回 地形をつくる作用 －－ 火山地形，山地地形，気候地形，乾燥地形
■第６回 地質時代区分と年代 －－ 地球史の時間目盛り
■第７回 新生代第四紀 －－ 「最近」の地球環境の変遷
■第８回 平野の種類とその分布 －－ 侵食・堆積地形
■第９回 日本の地質と地形 －－ 沖積平野の形成過程
■第１０回 沖積平野の特性
■第１１回 地震の発生源
■第１２回 内陸地震と活断層 －－ 変動地形
■第１３回 活断層地形 －－ 地殻変動の表出
■第１４回 活断層の調査方法と情報
■第１５回 最終試験
●事前・事後学習の内容
■事前学習として，自然や災害に関する情報に関心を持ち，自然現象の全体像を把握しておくことが求められる。詳細
は授業で説明する。さらに，授業で取りあげた専門的な用語や概念は次回までに理解しておかなければならない。これら
のために，毎回２時間程度の予復習が必要となる。
●評価方法
■最終評価は，授業中に数回実施する小テスト・小レポートの評価点と最終試験の点数を総合し，絶対評価でおこなう。
配点比率は前者が30％，後者(最終試験)を70％とする。
●受講生へのコメント
■本授業では毎回多くの図・表が提示され，内容は回を追って深化していくので，欠席すると理解が困難になる。受講
者自らが「体系的なノート」を作成して，解説内容・配付資料・板書を有機的に関連づけ，系統的な授業内容が理解でき
るよう心掛ることが必要である。
配付資料は講義のほか，授業内の小試験でも使用する。過去に配付したものも毎回持参すること。
●参考文献・教材
■教科書は指定せず配付プリントを使用する。おもな参考図書は次のとおりで，その他は授業内で紹介する。
太田陽子ほか編「日本の地形6 近畿・中国・四国」東京大学出版会（他に本シリーズ各巻）．
貝塚爽平ほか編「写真と図でみる地形学」東京大学出版会．
貝塚爽平「平野と海岸を読む（自然景観の読み方５）」岩波書店．

授業科目名

科目NO.

地理情報学

LBGEO3210

授業コード

L224150010
単位数

Geographic Information
授業形態

担当教員名

講義

木村 義成

2単位

●科目の主題
地理情報と言えば、何か特殊な分野に聞こえるが、Google MapやYahoo Mapに代表されるように、地理情報は、誰にと
っても身近にアクセスでき、日々の生活の中で役立つ情報となっている。近年のIT技術の進展により、地理情報は、GIS
（地理情報システム）で管理・分析できるようになり、GPS（全地球測位システム）で高精度の位置情報を取得できるよ
うになった。カーナビゲーションは、それらの一例である。本講義では、地理情報の活用例のみならず、地理情報の取得、
加工、管理、分析、解釈という一連の流れを説明する。総合教育科目「地図と地理情報」と内容はオーバーラップすると
ころもあるが、より理論的な側面についても説明する。
●到達目標
本講義を受講することにより、地理情報がどのような目的でどのように取得され、どのように活用されているかを自身で考えられる
ようになることが到達目標である。
●授業内容・授業計画
第１～５回
・イントロダクション
・GIS（Geographic Information System）とは？
・GPS（Global Positioning System）とは？
・地理情報の取得方法・管理方法・表現方法
第６～８回
・ベクトルデータを用いた空間分析法
・道路ネットワークデータを用いた空間分析
・ラスタデータを用いた空間分析法
第９～１１回
・危機管理分野（防災、犯罪、感染症、救急医療） における地理情報の利用
第１２～１３回
・環境分野、マーケティング戦略における地理情報の利用
第１４～１５回
・総括、および全体質疑応答
●事前・事後学習の内容
本講義では毎回授業の終わりに、次回までに受講生に調べてもらいたい点を説明する。次回の講義で、問題意識を持っ
て講義に望めるように、担当者が説明したことを各自調べること。各講義の後に２時間程度の予習・復習を行うことが望
ましい。
●評価方法
講義中の課題やレポート等から総合的に評価する。配点の目安は小レポート課題が４割、学期末のレポート課題が６割
である。第１回目のガイダンスで詳細を述べるので、必ずガイダンスを受講すること。
●受講生へのコメント
日常生活で利用されている地理情報の活用事例を中心に判り易く説明するので、受講されたい。皆さんの従来の地理と
いう教科に対する考え方が変わると確信している。
総合教育科目「地図と地理情報」と内容はオーバーラップするところもあるが、より理論的な側面についても説明する。
なお、第１回目のガイダンスは必ず受講すること。
●参考文献・教材
教材については、授業ごとに適宜配布し、参考資料についても授業の中で紹介する。

授業科目名

科目NO.

地理学特講Ⅰ

LBGEO3211

授業コード

L224160010
単位数

Special Lecture on GeographyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

水内 俊雄

2単位

●科目の主題
都市社会・政治地理学の実践：日本の都市を中心に、繁栄と衰退という分極化を示しつつも、さまざまなグラデーショ
ンで都市が近年変容している実態を肌身で感じてもらう授業である。フィールドワークも多用するが、前半は都市地域に
おける生活困窮問題、住宅貧困問題、特にホームレス問題にどのように接近し、観察し、関係者と接し、問題の改善にあ
たっての仕組みづくり、施策づくりの後方支援に関与することを、国内外のフィールドも紹介しながら、身につけてゆく
ことをめざす。とくに脱ホームレス支援、居住福祉支援というフィールドに焦点をあてて、如上の課題を具体的に紹介し
たい。一面この分野におけるNPO、NGO、あるいは社会的企業研究でもある。広範は、都市の分極化という観点で、繁栄
の景観的反映は何かということで、大阪の都心部の変容、あるいは衰退地域だったところの急激な変身などを観察しても
らうことになる。
●到達目標
水内自身が、脱ホームレス支援のNPOの理事として活動しているが、その活動の意味と課題を実感してもらうような講義をめざし
ている。そのために、現場の支援者（NPO、社会的企業ほか）にも講義に登場してもらいながら、受講生の率直な意見をフィードバ
ックする形で、対話型の授業もめざしたい。脱ホームレス支援は、総合的な生活支援に他ならない。そうしたスキルやモチベーショ
ンを少しでも学んでもらいたい。教科書や一般書籍ではなかなか得られない事実が満載であるので、みなさんの生き方や就職の
ありかたを考える上でも大いに参考になるこ
●授業内容・授業計画
前半は、座学を中心に、生活困窮者問題と都市問題の関わりについて、社会保障、セーフティネットの再編と関連させ
ながら課題の摘出を行う。特にホームレス問題やインナーシティ問題に具体の状況を紹介しながら、現状の最前線を知っ
てもらう。後半は、実際に地域に出てフィールドワークを行い、特に支援の現場に焦点をあて、現場の声や地域状況を肌
で感じてもらう。水内が関係する企画の紹介も行い、自主的に参加してもらう機会も提供する。
第１回 セーフティネットの重荷と大学生として、大学としてわれわれが考えるべきこと
第２回 セーフティネットのほころび：その1 ホームレス問題とハウスレス問題
第３回 新しいホームレス、ネットカフェ難民、派遣切り、ワーキングプア、そして生活困窮者問題
第４回 脱ホームレス支援が居住福祉支援につながる実践事例の紹介：その1
第５回 脱ホームレス支援が居住福祉支援につながる実践事例の紹介：その2
第６回 居住福祉の支援と社会的不動産、NPOとの関係
第７回 社会的企業、NPO論と都市論との関係の整理
第８回 居住福祉の支援は都市再生につながるその実例紹介
第９回 現場訪問その1寄せ場、簡易宿所集中地域における脱ホームレス支援の実態
第１０回 現場訪問その2：中間施設としての無料低額宿泊所の役割とNPOの機能
第１１回 現場訪問その3：NPOによる支援付住宅という中間施設を用いた脱ホームレス支援
第１２回 現場訪問その4：脱ホームレス支援におけるアフターケア支援の実態
第１３回 現場訪問その5：アートを生かした新しいまちづくり現場
第１４回 現場訪問その6：社会的不動産業による新しいまちづくり現場
第１５回 現場訪問その7：社会的企業による新しいまちづくり現場
●事前・事後学習の内容
'
●評価方法
授業やフィールドワーク毎のミニレポートによる平常点とする。
●受講生へのコメント
現場感覚を養ってもらうために、ゲストスピーカーや関連するプログラムへの参加、あるいはフィールドワークを行う
ので、体を動かして、目を動かして、五感を働かせて、問題に対処してもらう。大学での講義スタイルから少々異なるの
で、好奇心あふれる探究心の持ち主が授業参加してくれるとうれしい。
●参考文献・教材
『モダン都市の系譜―地図から読み解く社会と空間―』（ナカニシヤ出版）を参考書として紹介しておく。

授業科目名

科目NO.

地理学特講Ⅱ

LBGEO3212

授業コード

L224170010
単位数

Special Lecture on GeographyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

吉田 容子

2単位

●科目の主題
従来、社会地理学は、人種、民族、言語、宗教、階級などの違いから生み出される格差や差別によって社会的不平等の
集積する空間が生じることを指摘してきた。加えて近年では、ジェンダー、セクシュアリティ、年齢、障がいなどの差異
についての認識や理解の欠如によって地域社会の中で差別や排除の構造を生み出していることが指摘されている。本授
業では、社会構造の内部にはびこる格差・差別・排除・不平等について、社会地理学的な観点から分析・考察を行い、地
域社会が抱える問題を提示する。
●到達目標
地域社会における格差・差別・排除・不平等の問題について、社会地理学的な観点から、これまで国内外の研究者たちがどのよ
うな議論を展開してきたのか整理し、理解する。そして、地域社会においてどのような問題があるのか、またそれらがどのように生み
出されるのか、身近な事例を通じて理解する。
●授業内容・授業計画
以下の事項について、配付資料を用いながら講義を行う。
第１回
ガイダンス（授業の内容・目標、進め方など）＋社会地理学を学ぶ意義
第２回 社会的構築物としての(社会)空間
第３回 公共空間における女性への「まなざし」
第４回 「ジェンダー化された」空間
第５回 都市空間における建造環境と排除
第６回 少数派集団のセグリゲーション（１）－人種、民族、言語、宗教、階級－
第７回 少数派集団のセグリゲーション（２）－ジェンダー、セクシュアリティ－
第８回 経済のグローバル化と労働力移動（１）－海外進出工場と女性労働力－
第９回 経済のグローバル化と労働力移動（２）－サービス産業と女性労働力－
第10回 空間・安全・監視（１）－郊外とジェンダー－
第11回 空間・安全・監視（２）－監視システムと排除－
第12回 女性の性をめぐる制度と歴史
第13回 戦後の基地とジェンダー（１）－古都奈良の事例－
第14回 戦後の基地とジェンダー（２）－沖縄の事例－
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習として、授業1週間前に配付する次回講義内容に関するプリント、および参考資料に必ず目を通してくること。
事後学習では、各自で講義内容の要点をまとめることや、講義内容に関連する参考文献を探して読み、講義内容からさら
に発展させた学習を行うこと。事後学習の成果については、次の講義のさい簡単な発表を求める。
●評価方法
期末に試験を行う（70％）。また、授業内容の理解度をみるため、不定期で数回、授業内に小レポートやコメントシー
ト等の作成をしてもらう（30％）。出席状況が著しく悪い場合、期末試験を受けても評価しない。
●受講生へのコメント
受講生の専門分野は問いません。授業内容に関心を持つ受講生を期待します。
●参考文献・教材
おもな参考図書として以下をあげておく。このほかの文献については講義内において適宜紹介する。
『ベーシック 都市社会地理学』 神谷浩夫著、中澤高志編集協力、ナカニシヤ出版、2018
『改定新版 都市社会地理学』 ポール・ノックス、スティーヴン・ピンチ著、川口太郎ほか訳、古今書院、 2013
『都市空間の地理学』 加藤政洋・大城直樹編著、ミネルヴァ書房、 2006

授業科目名

科目NO.

国文学史Ⅰ

LCJPN2101

授業コード

L231010010
単位数

History of Japanese LiteratureⅠ
授業形態

担当教員名

講義

小林 直樹

2単位

●科目の主題
「昔話」の文学史
●到達目標
私たちが「昔話」としてなじんでいる物語の祖型を古典世界に求めることを通して、「昔話」本来の生き生きした姿を知ってもらうと
同時に、そうした物語の背後にある日本人の発想や、物語の形成に密接に関わる外来文化の影響についても理解を深めることを
目標とする。
●授業内容・授業計画
以下の代表的な「昔話」について、その祖型を古典世界に求め、それぞれの物語の本質や背景について講じる。
第１回 こぶとり爺①
第２回 こぶとり爺②
第３回 こぶとり爺③
第４回 舌切り雀①
第５回 舌切り雀②
第６回 浦島太郎①
第７回 浦島太郎②
第８回 浦島太郎③
第９回 わらしべ長者①
第10回 わらしべ長者②
第11回 わらしべ長者③
第12回 くらげ骨なし・鼠の嫁入り
第13回 一寸法師①
第14回 一寸法師②
第15回 一寸法師③
●事前・事後学習の内容
前の時間に配布された資料には事前に目を通し、授業中に紹介された参考図書はできる限り読むよう心がけることが重
要である。
●評価方法
試験による。
●受講生へのコメント
１回生で国文コースへの進学を考えている学生は当科目を受講することが望ましい。一方、本授業は古典テクストを読
み進める形式で行われるため、他学部の学生が受講する際は、この点に注意する必要がある。
●参考文献・教材
教材 プリントを配布する
参考書 浅見徹『改稿 玉手箱と打出の小槌』（和泉選書）他、授業中に指示

授業科目名

科目NO.

国文学史Ⅱ

LCJPN2102

授業コード

L231020010
単位数

History of Japanese LiteratureⅡ
授業形態

担当教員名

講義

久堀 裕朗

2単位

●科目の主題
近世文学の作品の中には、前代の文芸に材をとるものが数多い。それらは、過去の器に何を盛り込むことによって、当
代的性格を獲得しているのか。この授業では、近世演劇（人形浄瑠璃・歌舞伎）及び近世小説（浮世草子・読本）作品か
ら、特に前代の諸文芸（軍記・謡曲・幸若舞・御伽草子など）を直接の典拠として成立しているものを取り上げ、原拠と
の比較によって、その変容の原因、意味はどこにあるのかを考察する。
●到達目標
作品が生まれた時代と作品内容との間には、密接な相関関係があることを理解する。
●授業内容・授業計画
中世の諸文芸を題材とする近世文学作品
第１回 はじめに／憂世から浮世へ①
第２回 憂世から浮世へ②
第３回 酒呑童子を題材とする作品①
第４回 酒呑童子を題材とする作品②
第５回 酒呑童子を題材とする作品③
第６回 平敦盛を題材とする作品①
第７回 平敦盛を題材とする作品②
第８回 平敦盛を題材とする作品③
第９回 俊寛を題材とする作品①
第10回 俊寛を題材とする作品②
第11回 俊寛を題材とする作品③
第12回 景清を題材とする作品①
第13回 景清を題材とする作品②
第14回 景清を題材とする作品③
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習
配布した資料の作品テキストをあらかじめよく読んでおくこと。
事後学習
明らかになった問題点について、再度自身で考察すること。
●評価方法
授業中に書いてもらう小レポートと、学期末の試験による。
●受講生へのコメント
授業では各作品の一部しか取り上げることができないが、授業で紹介する作品を参考に、自身で更に幅広く古典文学作
品を読みこなしていくことが望ましい。
●参考文献・教材
教材
プリントを配布する。
参考文献
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

国語学基礎論

LCJPN3201

授業コード

L231030010
単位数

Introduction to Japanese Linguistics
授業形態

担当教員名

講義

丹羽 哲也

●科目の主題
日本語研究の基礎。
●到達目標
日本語文法に関わる基礎的な知識を習得し、言葉についての思考方法を身につける。
●授業内容・授業計画
現代語文法と古典語文法について、両者を対照しながら解説する。毎回、演習問題を課す。
第１回 導入
第２回 文の構造と品詞
第３回 代名詞の用法
第４回 形容動詞の問題
第５回 動詞の活用
第６回 活用の変遷
第７回 格関係
第８回 「は」と「が」
第９回 係り結び
第１０回 述語の構造
第１１回 動詞の自他と態（ヴォイス）
第１２回 時制と相（アスペクト）
第１３回 叙法（モダリティ）と終助詞
第１４回 接続関係
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
配布プリントの問題を事前に解答してみる。配布プリントを読み返し、必要に応じて参考文献を読む。
●評価方法
授業中に課される課題の提出（1.３割）と学期末の試験（8.7割）による。
●受講生へのコメント
日本語研究の基礎を扱うが、毎回の課題など決して平易ではない。
●参考文献・教材
プリントを配布する。参考文献は授業中に指示する。

2単位

授業科目名

科目NO.

国語学方法論

LCJPN3202

授業コード

L231040010
単位数

Methods of Japanese Linguistics
授業形態

担当教員名

演習

丹羽 哲也

2単位

●科目の主題
類義語の分析。
●到達目標
言葉の意味分析を通して、自分の普段使っている言葉を内省し、言語の体系性・論理性と言語使用の柔軟性について自覚を深
める。
●授業内容・授業計画
受講生が課題として与えられる類義語を比較・考察し、発表資料を作成して、発表する。それをもとに、受講生全員で
議論する。
第１回 発表資料作成の方法と用例データについての説明。
第２回 語義分析の方法についての解説。
第３回 動詞・形容詞の類義語(1)
第４回 動詞・形容詞の類義語(2)
第５回 動詞・形容詞の類義語(3)
第６回 動詞・形容詞の類義語(4)
第７回 副詞の類義語(1)
第８回 副詞の類義語(2)
第９回 副詞の類義語(3)
第１０回 副詞の類義語(4)
第１１回 名詞の類義語(1)
第１２回 名詞の類義語(2)
第１３回 名詞の類義語(3)
第１４回 名詞の類義語(4)
●事前・事後学習の内容
担当する類義語について、辞書の記述の調査、用例の検索と分析、担当グループ内での議論、レジュメの作成を行う。
また、自グループの担当した類義語、および、他グループの発表した類義語について、レポート作成に取り組む。
●評価方法
平常点（発表内容、および、発表担当でない時の発言ぶり）と学期末のレポートによる。
●受講生へのコメント
国語辞典に載っている意味記述は十分とは言えないものが少なくなく、より深く正確な意味の定義を考える。担当者は
作例と電子テキストによる用例を検討し、その類義語の間に直感的に感じられる微妙な意味の違いを論理的に説明する
ことが求められる。他の受講生は、その発表について自分の意見を表明することが求められる。
●参考文献・教材
参考文献は授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学講読Ⅰ

LCJPN3203

授業コード

L231050010
単位数

Reading in Japanese Language and Literature Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

開 信介

2単位

●科目の主題
夢野久作・久生十蘭講読
●到達目標
夢野久作の中編「押絵の奇蹟」、久生十蘭の短編「黄泉から」「鶴鍋」を精読する。
夢野・久生は、江戸川乱歩を世に出し、海外探偵小説を多数翻訳紹介するなど
戦前期日本探偵小説の中核を担ったモダニズム雑誌『新青年』出身の作家。本授業では近年再評価が進む夢野・久生の中短
編を、先行研究、本文異同、注釈、語りなど文学研究の基礎をおさえながら、テクストの言葉に細心の注意を払いつつ読み解くこと
により、作家・作品やその時代背景について理解を深めることを目標とする。あわせて近代文学研究の基礎を身につける。
●授業内容・授業計画
受講者各自が調査研究した結果を発表する。発表担当者以外の受講者は討議に参加し、全員で作品の理解を深める。
第1回
ガイダンスと発表担当順決め
第2回
資料探索の方法
第3回 「押絵の奇蹟」発表と討議1
第4回 「押絵の奇蹟」発表と討議2
第5回 「押絵の奇蹟」発表と討議3
第6回 「押絵の奇蹟」発表と討議4
第7回 「押絵の奇蹟」発表と討議5
第8回 「押絵の奇蹟」発表と討議6
第9回 「押絵の奇蹟」発表と討議7
第10回
「押絵の奇蹟」発表と討議8・まとめ
第11回
「黄泉から」発表と討議1
第12回
「黄泉から」発表と討議2・まとめ
第13回
「鶴鍋」発表と討議1
第14回
「鍋」発表と討議2・まとめ
●事前・事後学習の内容
発表の準備には早めに取り掛かること。発表担当者でなくとも、受講生は事前に扱う箇所を再読して自分なりの考え・
意見を用意し、事後には各回ごとのポイントをまとめておくこと。
●評価方法
発表内容、討議への参加状況と学期末のレポートによる。
●受講生へのコメント
受講前にテクストを通読しておくこと。授業前には各回で扱う箇所を再度読み込み、担当者はむろんのこと、自分が担
当でない場合も自分なりの意見や質問を用意して積極的に発言し、議論の活発化に努めること。
●参考文献・教材
テクスト:夢野久作「押絵の奇蹟」（日本小説文庫、春陽堂）
（テクスト入手方法: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1110221にアクセスし、画面上部の印刷アイコンをクリック、コマ番号5-54を
指定し「PDF作成」をクリック、ダウンロードされたPDFを印刷）。
久生十蘭「鶴鍋」（『久生十蘭短編選』岩波文庫、定価910円）。
参考文献:『定本 夢野久作全集』第1巻（国書刊行会）、『定本 久生十蘭全集』第6巻（国書刊行会）。その他授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学講読Ⅱ

LCJPN3204

授業コード

L231060010
単位数

Reading in Japanese Language and Literature Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

奥野 久美子

2単位

●科目の主題
日本近代文学の草稿・原稿研究
●到達目標
著名な近代作家の草稿や原稿の写真を数多く掲載したテキストの中から、受講生自らが作品・作家を選び、その作品について、
作品の成立過程の研究、本文校訂・注釈および先行研究の調査を通して、作品や作家とその時代への理解を深めることを目標と
する。あわせて近代文学の研究方法の基礎を身につける。
●授業内容・授業計画
受講生各自が調査研究し、発表する。担当者以外の受講生は討議に参加し、受講生全員で作品の理解を深めていく。
第１回 ガイダンスと発表順決め
第２回 資料探索の方法／担当作品の決定
第３回 発表と討議1
第４回 発表と討議2
第５回 発表と討議3
第６回 発表と討議4
第７回 発表と討議5
第８回 発表と討議6
第９回 発表と討議7
第１０回 発表と討議8
第１１回 発表と討議9
第１２回 発表と討議10
第１３回 発表と討議11
第１４回 発表と討議12、まとめ
●事前・事後学習の内容
発表の準備には最低2～3週間を要する。早めにとりかかること。発表者以外の受講生は、毎回当該箇所を下読みし、事
後には疑問点などを整理しておくこと。
●評価方法
発表内容、討議への参加状況と学期末のレポートによる。
●受講生へのコメント
・前期の国語国文学講読Ⅰの受講を必要としない。後期のみの受講も可。
・可能であれば初回の受講前にテキストを入手し、担当したい作品の候補を考えておくこと。
・受講前にテキストを通覧し、毎回の授業前にはその回に扱う箇所を再度熟読しておくこと。受講生が授業を作るとい
う意識を持ち、自分の担当でない場合も、積極的に質問・意見を出し、討議の活発化に努めること。
●参考文献・教材
テキスト：日本近代文学館編『小説は書き直される 創作のバックヤード』（秀明大学出版会、定価2500円＋税、ISBN:978-4915855-34-4）
参考文献：取り上げる作品に応じて授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学講読Ⅲ

LCJPN3205

授業コード

L231070010
単位数

Reading in Japanese Language and Literature Ⅲ
授業形態

担当教員名

演習

山本 真由子

2単位

●科目の主題
『落窪物語』講読
●到達目標
『落窪物語』（九条家本）を、詳しく読み解くことを通して、平安時代の文学作品を注釈する際に必要となる文献を知り、他の作品
を読み解く際に応用できるようになることを目標とする。また、写本の影印を用いて読むことにより、くずし字に親しみ、併せて書物
の成立と伝来について考える視点を養う。
●授業内容・授業計画
『落窪物語』は、平安時代に成立した物語である。まず、学期初めに、平安時代の物語文学と『落窪物語』について概
説し、文献調査方法などについて講義する。その後、受講者が各自の担当箇所を翻字、調査して、発表する。発表を承け
て、他の受講者も質疑に参加し、受講者全員で本作を読み解いてゆく。
第１回 ガイダンス 平安時代の物語文学および『落窪物語』概説／発表順の決定
第２回 文献調査方法／平安時代の文学作品の写本・くずし字について
第３回 講師による発表の例示
第４回 受講者による発表・質疑
第５回 受講者による発表・質疑
第６回 受講者による発表・質疑
第７回 受講者による発表・質疑
第８回 受講者による発表・質疑
第９回 受講者による発表・質疑
第１０回 受講者による発表・質疑
第１１回 受講者による発表・質疑
第１２回 受講者による発表・質疑
第１３回 受講者による発表・質疑
第１４回 受講者による発表・質疑
第１５回 まとめ／レポート提出
●事前・事後学習の内容
授業までに、その回に扱う箇所を翻字しておくこと。
授業後は、発表レジュメや授業の内容をふまえて、作品を読み直し、予習の翻字を修正すること。
●評価方法
授業時の発表と、発表後に質疑をふまえて改訂し学期末に提出するレポート（発表レジュメ）による。また授業中不定
期に翻字の小テストを行い、その成績も評価に加味する。
●受講生へのコメント
授業時に紹介する注釈書を用いて、『落窪物語』を通して読んでみること。
●参考文献・教材
教材
プリントを配布する。
参考文献
授業時に詳しく指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学講読Ⅳ

LCJPN3206

授業コード

L231080010
単位数

Reading in Japanese Language and Literature Ⅳ
授業形態

担当教員名

演習

山本 真由子

2単位

●科目の主題
『紫式部日記』講読
●到達目標
宮内庁書陵部蔵『紫式部日記』（黒川本）を、詳しく読み解くことを通して、平安時代の文学作品を注釈する際に必要となる文献
を知り、他の作品を読み解く際に応用できるようになることを目標とする。また、写本の影印を用いて読むことにより、くずし字に親し
み、併せて書物の成立と伝来について考える視点を養う。
●授業内容・授業計画
『紫式部日記』は、平安時代の仮名日記である。本作は、藤原道長の娘彰子が一条天皇の中宮として皇子を出産したと
いう歴史的出来事を記す。読解には歴史資料や儀礼・行事の書など、多様な文献を調べる必要がある。まず、学期初めに、
平安時代の日記文学と『紫式部日記』について概説し、文献調査方法などについて講義する。その後、受講者が各自の担
当箇所を翻字、調査して、発表する。発表を承けて、他の受講者も質疑に参加し、受講者全員で本作を読み解いてゆく。
第１回 ガイダンス 平安時代の日記文学および『紫式部日記』概説／発表順の決定
第２回 文献調査方法
第３回 講師による発表の例示
第４回 受講者による発表・質疑
第５回 受講者による発表・質疑
第６回 受講者による発表・質疑
第７回 受講者による発表・質疑
第８回 受講者による発表・質疑
第９回 受講者による発表・質疑
第１０回 受講者による発表・質疑
第１１回 受講者による発表・質疑
第１２回 受講者による発表・質疑
第１３回 受講者による発表・質疑
第１４回 受講者による発表・質疑
第１５回 まとめ／レポート提出
●事前・事後学習の内容
授業までに、その回に扱う箇所を翻字しておくこと。授業後は、発表レジュメや授業の内容をふまえて、作品を読み直
し、予習の翻字を修正すること。
●評価方法
授業時の発表と、発表後に質疑をふまえて改訂し学期末に提出するレポート（発表レジュメ）による。また授業中不定
期に翻字の小テストを行い、その成績も評価に加味する。
●受講生へのコメント
授業時に紹介する注釈書を用いて、『紫式部日記』を通して読んでみること。
●参考文献・教材
教材
プリントを配布する。
参考文献
授業時に詳しく指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学演習Ⅰ

LCJPN3301

授業コード

L231090010
単位数

Seminar in Japanese Language and Literature Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

久堀 裕朗

2単位

●科目の主題
江戸時代の人形浄瑠璃（演劇）作品を原本の影印によって精読しながら、先行の注釈書では解決できない、解釈上の問
題点を見出して検討を加える。
●到達目標
作品の精読作業を通じ、近世の文学作品を注釈する際に必要となる同時代の基本文献について広範な知識を得、実証的な文
献の扱い方を学んで、他の作品を精読・分析する際に応用できる力を身につけることを目標とする。また、近世の板本を読むことに
よって、くずし字に親しみ、かつ板本に関する書誌的知識を習得する。
●授業内容・授業計画
近松門左衛門『心中宵庚申』精読。
『心中宵庚申』は享保７年（1722）大坂竹本座初演、近松門左衛門作の世話物である。この授業では、受講者が各自の
担当範囲を調査・発表する演習形式で本作を精読していく。まず学期初めに、近松門左衛門やその作品について概説し、
浄瑠璃を読む際に留意すべき点、文献調査方法などについて講義する。以降受講者が順にそれぞれの担当部分について発
表し、それを承けて他の出席者も参加して質疑を行うという形で授業を進めていく。
第１回 ガイダンス 人形浄瑠璃について
第２回 近松門左衛門／『心中宵庚申』について
第３回 文献調査方法について／近世の板本について
第４回 受講者による発表・質疑
第５回 受講者による発表・質疑
第６回 受講者による発表・質疑
第７回 受講者による発表・質疑
第８回 受講者による発表・質疑
第９回 受講者による発表・質疑
第10回 受講者による発表・質疑
第11回 受講者による発表・質疑
第12回 受講者による発表・質疑
第13回 受講者による発表・質疑
第14回 受講者による発表・質疑
第15回 まとめ／レポート提出
●事前・事後学習の内容
事前学習
作品のテキストをあらかじめよく読んでおくこと。
事後学習
明らかになった問題点について、再度自身で考察すること。
●評価方法
授業時の発表と、発表後に補足を加えて学期末に提出してもらうレポート（発表レジュメ）によって評価する。また授
業中不定期に翻字の小テストを行うので、その成績も評価に加味する。
●受講生へのコメント
担当範囲だけではなく、全体をじっくり読みこみ、毎回積極的に授業参加することによって、浄瑠璃の世界に親しんで
ほしい。
●参考文献・教材
教材
プリントを配布する。
参考文献
『近松全集』（岩波書店）その他、授業時に詳しく指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学演習Ⅱ

LCJPN3302

授業コード

L231100010
単位数

Seminar in Japanese Language and Literature Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

久堀 裕朗

2単位

●科目の主題
江戸時代の人形浄瑠璃（演劇）作品を原本の影印によって精読しながら、先行の注釈書では解決できない、解釈上の問
題点を見出して検討を加える。
●到達目標
作品の精読作業を通じ、近世の文学作品を注釈する際に必要となる同時代の基本文献について広範な知識を得、実証的な文
献の扱い方を学んで、他の作品を精読・分析する際に応用できる力を身につけることを目標とする。また近世の板本を読むことに
よって、くずし字に親しみ、かつ板本に関する書誌的知識を習得する。
●授業内容・授業計画
並木宗輔作『奥州秀衡有鬙壻（おうしゅうひでひらうはつのはなむこ）精読。
『奥州秀衡有鬙壻』は元文4年（1739）大坂豊竹座初演の時代物である。この授業では、受講者が各自の担当範囲を調
査・発表する演習形式で本作を精読していく。
第１回 ガイダンス
第２回 『奥州秀衡有鬙壻』について
第３回 受講者による発表・質疑
第４回 受講者による発表・質疑
第５回 受講者による発表・質疑
第６回 受講者による発表・質疑
第７回 受講者による発表・質疑
第８回 受講者による発表・質疑
第９回 受講者による発表・質疑
第10回 受講者による発表・質疑
第11回 受講者による発表・質疑
第12回 受講者による発表・質疑
第13回 受講者による発表・質疑
第14回 受講者による発表・質疑
第15回 まとめ／レポート提出
●事前・事後学習の内容
事前学習
作品のテキストをあらかじめよく読んでおくこと。
事後学習
明らかになった問題点について、再度自身で考察すること。
●評価方法
授業時の発表と、発表後に補足を加えて学期末に提出してもらうレポート（発表レジュメ）によって評価する。また授
業中不定期に翻字の小テストを行うので、その成績も評価に加味する。
●受講生へのコメント
担当範囲だけではなく、全体をじっくり読みこみ、毎回積極的に授業参加することによって、浄瑠璃の世界に親しんで
ほしい。
●参考文献・教材
教材
プリントを配布する。
参考文献
未翻刻戯曲集３『奥州秀衡有鬙壻』（国立劇場芸能調査室）その他、授業時に詳しく指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学演習Ⅲ

LCJPN3303

授業コード

L231110010
単位数

Seminar in Japanese Language and Literature Ⅲ
授業形態

担当教員名

演習

大坪 亮介

2単位

●科目の主題
『太平記』は、南北朝時代の戦乱を描いた軍記物語の巨編である。全四十巻にも及ぶ長大な『太平記』には、武士の戦
いだけでなく、しばしば多くの説話が語られている。なかでも本授業では、巻三十五のいわゆる「北野通夜物語」と呼ば
れる章段を取り上げる。これは文字通り北野社を舞台として、鎌倉幕府の高官だった遁世者、かつて南朝に仕えていた貴
族、そして天台の僧とおぼしき法師が、それぞれ日本・中国・天竺の説話を語り、同時代の世相について論評するという
内容を持つ。本授業では、バラエティ豊かな「北野通夜物語」の説話群の一部を精読し、中世文学を読むための基礎的方
法を学んでいく。
●到達目標
中世の文学作品を当時の文化的・社会的背景を踏まえて読み解くための知識・技術を身につける。
●授業内容・授業計画
第1回
ガイダンス
第2回
発表の仕方
第3回
遁世者の説話①
第4回
遁世者の説話②
第5回
遁世者の説話③
第6回
遁世者の説話④
第7回
雲客の説話①
第8回
雲客の説話②
第9回
雲客の説話③
第10回
雲客の説話④
第11回
法師の説話①
第12回
法師の説話②
第13回
法師の説話③
第14回
法師の説話④
●事前・事後学習の内容
事前学習として、発表担当以外の受講者は次回読む箇所の下読みを入念にしておくこと。発表担当者は十分すぎるくら
いの時間をかけて準備を行うこと。
事後学習として、授業中に出た課題や問題点を自分なりに整理しておくこと。
●評価方法
発表 40％
レポート 40％
平常点（主に発表担当以外での授業参加） 20％
●受講生へのコメント
演習では、受講生全員の積極的な授業参加が不可欠。
●参考文献・教材
プリント配布。

授業科目名

科目NO.

国語国文学演習Ⅳ

LCJPN3304

授業コード

L231120010
単位数

Seminar in Japanese Language and Literature Ⅳ
授業形態

担当教員名

演習

小林 直樹

2単位

●科目の主題
『沙石集』講読。
●到達目標
鎌倉後期の説話集『沙石集』の精読を通じて、中世の文学作品を、その作品が成立した時代の文脈の中に位置づけて読み解く
基本姿勢の習得を目指す。
●授業内容・授業計画
『沙石集』を注釈的に読解する。担当者による報告と、受講者全員による討議を経て、テキスト理解を深めていく。
第１回
ガイダンス
第２回
受講生による報告と討議
第３回
受講生による報告と討議
第４回
受講生による報告と討議
第５回
受講生による報告と討議
第６回
受講生による報告と討議
第７回
受講生による報告と討議
第８回
受講生による報告と討議
第９回
受講生による報告と討議
第10回
受講生による報告と討議
第11回
受講生による報告と討議
第12回
受講生による報告と討議
第13回
受講生による報告と討議
第14回
受講生による報告と討議
第15回
受講生による報告と討議
●事前・事後学習の内容
授業までにテキストの下読みを十分に行い、事前に配布された担当者のレジュメにも目を通し、問題点を認識した上で
授業に臨むこと。また、報告担当者は少なくとも一ヶ月前から調査を開始すること。
●評価方法
平常点とレポートによる。授業回数の3分の2以上出席していない場合、評価対象としない。
●受講生へのコメント
本科目は前期の演習Ⅲと併せて受講することが極めて望ましい。
●参考文献・教材
テキスト：プリントによる。
参考書：日本古典文学大系『沙石集』（岩波書店）、新編日本古典文学全集『沙石集』（小学館）

授業科目名

科目NO.

国語国文学演習Ⅴ

LCJPN3305

授業コード

L231130010
単位数

Seminar in Japanese Language and Literature Ⅴ
授業形態

担当教員名

演習

丹羽 哲也

2単位

●科目の主題
語の歴史。『日本国語大辞典』の精読。
●到達目標
単語の意味が歴史的にどう変遷していくか、その過程を文献資料によって明らかにしていくための方法を身につける。一つの語
が様々な用法を派生・拡大していき、また、縮小していく、そういう流れの多様性と法則性を追究する。
●授業内容・授業計画
担当者は、課題の語について、古典文献（電子テキストも含む）から用例を収集し、『日本国語大辞典』（第二版）の
記述を批判的に検討しながら、意味・用法の分析をし、いかなる変遷過程をたどってきたかという問題を考察、発表する。
他の受講生はそれについて意見表明を求められる。
第１回 レジュメの作成方法、調査する資料についての説明。
第２回 言葉の意味と意味変化に関する概説(1)
第３回 言葉の意味と意味変化に関する概説(2)
第４回 発表と議論(1)
第５回 発表と議論(2)
第６回 発表と議論(3)
第７回 発表と議論(4)
第８回 発表と議論(5)
第９回 発表と議論(6)
第１０回 発表と議論(7)
第１１回 発表と議論(8)
第１２回 発表と議論(9)
第１３回 発表と議論(10)
第１４回 発表と議論(11)
●事前・事後学習の内容
担当する語について、辞書の記述の調査、用例の収集と考察、レジュメの作成を行う。発表後は、レポートの作成に取
り組む。
●評価方法
平常点と学期末のレポートによる。
●受講生へのコメント
各時代の用例を集めて分析するのは手間がかかることなので、準備に十分な時間をかけること。
●参考文献・教材
参考文献は授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCJPN3306

授業コード

国語国文学演習Ⅵ

L231140010
単位数

Seminar in Japanese Language and Literature Ⅵ
授業形態

担当教員名

演習

丹羽 哲也

2単位

●科目の主題
日本語の諸相。
●到達目標
日本語がいかに変化して現在に至っているか、あるいは、日本語の現在の諸事象がいかなる歴史的背景を持っているか、自分
で問題を設定して調べ、理解を深めていく力を養う。
●授業内容・授業計画
受講生各自が、日本語に関して興味を抱いている問題（意味、語源、文法、敬語、文体、音韻、表記、方言など）につ
いて、具体的なテーマを設定し、文献を調べたりデータを集めたりして考察を加え、複数回の発表をする。他の受講生は、
それについての意見表明が求められる。
第１回 テーマ設定の相談、文献の紹介(1)
第２回 テーマ設定の相談、文献の紹介(2)
第３回 発表と議論(1)
第４回 発表と議論(2)
第５回 発表と議論(3)
第６回 発表と議論(4)
第７回 発表と議論(5)
第８回 発表と議論(6)
第９回 発表と議論(7)
第１０回 発表と議論(8)
第１１回 発表と議論(9)
第１２回 発表と議論(10)
第１３回 発表と議論(11)
第１４回 発表と議論(12)
●事前・事後学習の内容
発表テーマの選定と継続的な調査・考察。レポートの作成。
●評価方法
平常点と学期末のレポートによる。
●受講生へのコメント
あらかじめ、どんなテーマ・問題を設定するかある程度考えておくこと。
●参考文献・教材
参考文献は授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学特講Ⅰ

LCJPN3207

授業コード

L231150010
単位数

Special Lecture in Japanese Language and LiterartureⅠ
授業形態

担当教員名

講義

山本 真由子

2単位

●科目の主題
菅原道真と紀貫之の文学
●到達目標
平安時代の文学を、和文学と漢文学との関わりを視野に入れて読み解く姿勢を身に付ける。
●授業内容・授業計画
平安時代の文学を方向付けた菅原道真と紀貫之の文学作品を、和文学と漢文学との関わりを視野に入れて、詳しく読み
解き、その特質を考察する。
第１回 ガイダンス 宇多・醍醐朝の漢詩と和歌
第２回 『菅家文草・菅家後集』の梅花の詩と道真の生涯
第３回 『菅家文草』の菊の詩と重陽宴
第４回
『菅家後集』「九月十日」の詩
第５回 『菅家文草』の漢文①序
第６回 『菅家文草』の漢文②記
第７回 『新撰萬葉集』と道真の和歌
第８回 『古今和歌集』の撰集と貫之
第９回 『古今和歌集』の仮名序
第１０回 貫之の和歌と漢文学
第１１回 貫之の文章と漢文学
第１２回 『土佐日記』の伝本と研究史
第１３回 『土佐日記』の和歌と漢詩
第１４回 『新撰和歌』の序
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習
参考図書を読んで授業に備える。
事後学習
授業後は、とりあげられた作品を読み直し、理解の定着をはかる。
●評価方法
平常点（コミュニケーションカードの記載等）30％ 期末レポート70％
●受講生へのコメント
単に講義を聴くだけではなく、できるだけ多くの作品を読むことにより、各自の問題意識を深めていってほしい。
●参考文献・教材
教材
プリントを配布する。
参考文献
川口久雄校注『菅家文草・菅家後集』（日本古典文学大系・岩波書店・昭和41年）、高田祐彦訳注『新版 古今和歌集 現代語訳
付き』(角川ソフィア文庫・角川学芸出版・平成21年）、小町谷照彦訳注『古今和歌集』（ちくま学芸文庫・筑摩書房・平成22年）、三
谷栄一訳注『土佐日記』（角川ソフィア文庫・昭和35年）、西山秀人編『土佐日記(全) 』(角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシック
ス―・角川学芸出版・平成19年）※その他、授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学特講Ⅱ

LCJPN3208

授業コード

L231160010
単位数

Special Lecture in Japanese Language and Literature Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

山本 真由子

2単位

●科目の主題
源順の文学
●到達目標
平安時代の文学を、和文学と漢文学との関わりを視野に入れて読み解く姿勢を身に付ける。
●授業内容・授業計画
和文学と漢文学の両分野において、すぐれた作品を残した源順の文学作品を、詳しく読み解き、その特質を考察する。
第１回 ガイダンス 村上朝の文学
第２回 『後撰和歌集』の成立と源順
第３回 詩の序①「今年又春有り」
第４回
詩の序②「弓勢は月の初三」
第５回 和歌の序①「うたの序」
第６回 和歌の序②女性と漢詩文
第７回 書の序①「和名類聚抄序」
第８回 書の序②「沙門敬公集序」
第９回 天徳三年闘詩と天徳四年内裏歌合
第１０回 歌「無尾牛歌」など
第１１回 賦「河原院賦」
第１２回 源順と河原院の歌人達①和歌
第１３回 源順と河原院の歌人達②和歌の序
第１４回 源順と曾禰好忠
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習
参考図書を読んで授業に備える。
事後学習
授業後は、とりあげられた作品を読み直し、理解の定着をはかる。
●評価方法
平常点（コミュニケーションカードの記載等）30％ 期末レポート70％
●受講生へのコメント
単に講義を聴くだけではなく、同時代の作品を含む、できるだけ多くの作品を読むことにより、各自の問題意識を深め
ていってほしい。
なお、本授業の受講には必ずしも前期の国語国文学特講Ⅰの受講を必要としない。後期のみの受講も可。
●参考文献・教材
教材
プリントを配布する。
参考文献
大曾根章介・金原理・後藤昭雄校注『本朝文粋』（新日本古典文学大系・岩波書店・平成4年）、西山秀人校注「順集」（和歌文学
大系『三十六歌仙集（二）』・明治書院・平成24年）、後藤昭雄『本朝文粋抄 三』（勉誠出版・平成26年）※その他、授業中に指示
する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学特論

LCJPN3307

授業コード

L231170010
単位数

Special Lecture in Japanese Language and Literature
授業形態

担当教員名

演習

吉井 健

2単位

●科目の主題
上代語の資料としての万葉集の読解
●到達目標
万葉集を読むことを通じて上代語資料の特徴を知る。
万葉集や上代の文字資料を日本語学の資料として活用する方法を知る。
●授業内容・授業計画
上代の資料はすべて漢字で書かれたものである。万葉集を読むことを通じてそうした上代の資料の扱いを学ぶ。万葉集
の中からいくつかの歌を選び、本文異動・注釈史にも注意しながら、注釈的に読んでゆく。この授業では、柿本人麻呂ま
での作品をいくつか選んで読むこととする。
概説のあと、受講生がそれぞれの歌を担当して、語学的な問題に注意しながら調査、発表する。その発表をもとに受講
生全体で討議し、問題点を整理し、理解を深めてゆく。
第１回 万葉集を読むために（1）
第２回 万葉集を読むために（2）
第３回 発表と議論（1）
第４回 発表と議論（2）
第５回 発表と議論（3）
第６回 発表と議論（4）
第７回 発表と議論（5）
第８回 発表と議論（6）
第９回 発表と議論（7）
第１０回 発表と議論（8）
第１１回 発表と議論（9）
第１２回 発表と議論（10）
第１３回 発表と議論（11）
第１４回 まとめ
●事前・事後学習の内容
担当者は、事前に本文異動・注釈を整理し、その歌がどのように理解できるかレジュメにまとめる。担当者以外の受講
生は、歌を読んで下調べをし、議論に参加できるように準備をしておく。紹介する参考文献をよく読んで授業に臨む。事
後は、討議の中で現れた問題点を整理・検討し、レポートにまとめる準備をする。
●評価方法
平常点（発表内容、発表担当でないときの発言内容）と学期末レポートによる。
●受講生へのコメント
発表担当者以外のコメントが重要である。万葉集をより深く読めるよう、議論が活発になることを望む。そのために担
当者は、わかりやすく考えをまとめて発表できるように十分時間をかけ、工夫すること。
●参考文献・教材
『補訂版 萬葉集 本文編』(佐竹昭広・木下正俊・小島憲之 塙書房)を一応のテキストとするが、漢字の本文を見ることができる
テキストであれば他のものでもよい。
『新校注 萬葉集』（井手至・毛利正守 和泉書院）
『原文 万葉集』上下（佐竹昭広他 岩波文庫）
などが新しいものである。
学術情報センターには旧版の塙書房のテキストが数冊あるので、それを借りるのもよい。
古本で比較的安価に手に入ることがある。上記テキストの補訂版ではない旧版も比較的よく出ているので、「日本の古本屋」サイ
トなど参照してみるとよい。
参考文献は授業時に適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

国語国文学特論演習

LCJPN3308

授業コード

L231180010
単位数

Special Seminar in Japanese Language and Literature
授業形態

担当教員名

演習

吉井 健

2単位

●科目の主題
上代語の語彙・文法の研究
●到達目標
万葉集を中心とした上代の文献から用例を収集し・整理し語学的に分析する能力を身につける。
●授業内容・授業計画
万葉集を読むことを通じて、上代の資料の扱いを習得し、語彙・文法の問題を考える。この授業では、山上憶良・大伴
家持の作品をいくつか選んで読む。担当者が語学的な問題に注意してその用例を示し、検討した結果を発表する。受講生
全員で議論することで、その問題点を整理し記述の妥当性を高めてゆく。
第１回 資料としての万葉集
第２回 発表と議論（1）
第３回 発表と議論（2）
第４回 発表と議論（3）
第５回 発表と議論（4）
第６回 発表と議論（5）
第７回 発表と議論（6）
第８回 発表と議論（7）
第９回 発表と議論（8）
第１０回 発表と議論（9）
第１１回 発表と議論（10）
第１２回 発表と議論（11）
第１３回 発表と議論（12）
第１４回 まとめ
●事前・事後学習の内容
担当者は、事前に用例を集めて整理し、問題とする語彙・文法の問題について考察しレジュメにまとめる。担当者以外
の受講生は、辞書等を参照して下調べをし、議論に参加できるように準備をしておく。紹介する参考文献をよく読んで授
業に臨む。事後は、討議の中で現れた問題点を整理・検討し、レポートにまとめる準備をする。
●評価方法
平常点（発表内容、発表担当でないときの発言内容）と学期末レポートによる。
●受講生へのコメント
発表担当者以外のコメントが重要である。上代語の理解が深まるよう、議論が活発になることを望む。そのために担当
者は、わかりやすく考えをまとめて発表できるように十分時間をかけ、工夫すること。
なお、前期の「国語国文学特論」を受講していることが望ましいが、必須ではない。
●参考文献・教材
『補訂版 萬葉集 本文編』(佐竹昭広・木下正俊・小島憲之 塙書房)を一応のテキストとするが、漢字の本文を見ることができる
テキストであれば他のものでもよい。
『新校注萬葉集』（井手至・毛利正守 和泉書院）
『原文万葉集』上下（佐竹昭広他 岩波文庫）
などが新しいものである。
学術情報センターには塙書房の旧版のものが数冊所蔵されている。
古本で比較的安価に手に入ることがある。上記テキストの補訂版ではない旧版も比較的よく出ているので、「日本の古本屋」サイ
トなど参照してみるとよい。
参考文献は授業時に適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

中国語中国文学概論Ⅰ

LCCHN3201

授業コード

L232010010
単位数

Introduction to Chinese Linguistics and Literature Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

岩本 眞理

2単位

●科目の主題
まず中国語の共通語の成り立ちと、主だった方言の特徴について紹介する。次に、音韻、文法、語彙の三分野について
講義を行った後に、言語習慣や、語彙・文法面でも変化を遂げつつある現状の一端を紹介する。
●到達目標
現代中国語について、全般的な知識を持ち、共通語における種々の特性に習熟することを目標とする。
●授業内容・授業計画
次のテーマを扱う。
第１回 中国語と周辺諸言語
第２回 方言の多様性
第３回 共通語の成立
第４回 音韻の特徴
第５回 文法の特徴1 孤立語、分析的言語
第６回 文法の特徴2 語の構成とフレーズ
第７回 文法の特徴3 補語の機能
第８回 文法の特徴4 アスペクト
第９回 文法の特徴5 処置文・受身文
第１０回 文法の特徴6 複文の特性
第１１回 語彙の特徴1 口語・書面語
第１２回 語彙の特徴2 類義語・反義語
第１３回 新語・流行語・外来語～新たな展開
第１４回 言語習慣～忌みことば・諺～
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：配付プリントの熟読と予習
事後学習：テーマごとに出されるのレポートの作成と提出。発表の準備。
●評価方法
テーマごとにレポートの提出を課す。文法に関する講義ではドリル課題も加える。期末テストとあわせて総合的に評価
する。
●受講生へのコメント
中国語の履修者を前提とする。配布プリントの例文の予習や、ドリル課題、レポート課題に真摯に取組むこと。
●参考文献・教材
毎回プリントを配布する。
参考文献は以下の通り。その他、適宜、授業中に指示する。
相原茂『中国語学習ハンドブック改訂版』大修館書店
S.R.ラムゼイ『中国の諸言語』大修館書店
周振鶴・游汝傑『方言と中国文化』光生館
輿水優・島田亜美『中国語わかる文法』大修館書店
三宅登之『中級中国語読みとく文法』白水社
荒川清秀『動詞を中心とした中国語文法論集』白帝社
相原茂『中国語学習シソーラス辞典』朝日出版社

授業科目名

科目NO.

中国語中国文学概論Ⅱ

LCCHN3202

授業コード

L232020010
単位数

Introduction to Chinese Linguistics and Literature Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

松浦 恆雄

2単位

●科目の主題
20世紀から21世紀にかけて大きな変貌を遂げつつある中国。中国では、今、何が起こっているのかを、中国の近代化の
始まる19世紀末にさかのぼり、専門的な授業のための基礎的知識を身につけつつ、中国文化の抱えるさまざまな問題を考
える。
●到達目標
主に20世紀の中国現代文学、文化などを多層的に理解することができるようにする。
●授業内容・授業計画
●『ドラゴン解剖学 龍の生態の巻 中華生活文化誌』（関西学院大学出版会、2018年）をテキストとし、全14章のう
ち、受講生の関心のある章を選んで報告してもらう。
第１回 ガイダンス
第２回 第1章食べる
第３回 第2章着る
第４回 第3章住む
第５回 第4章聞く
第６回 第5章見る
第７回 第6章話す
第８回 第7章生まれ、生き、死ぬ
第９回 第8章学ぶ
第１０回 第9章働く
第１１回 第10章飲む
第１２回 第11章つきあう
第１３回 第12章旅する
第１４回 第13章つながる
第１５回 第14章調べる まとめ
●事前・事後学習の内容
毎回、課題を出すので、事前にしっかり準備をして授業に臨んでもらいたい。
●評価方法
平常点（授業での報告内容）に拠る。
●受講生へのコメント
現代中国語ができることが望ましい。
●参考文献・教材
テキストは『ドラゴン解剖学 龍の生態の巻 中華生活文化誌』（関西学院大学出版会、2018年）を用いる。参考文献は、授業中
に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

中国語中国文学概論Ⅲ

LCCHN3203

授業コード

L232030010
単位数

Introduction to Chinese Linguistics and Literature Ⅲ
授業形態

担当教員名

講義

大岩本 幸次

2単位

●科目の主題
中国古代の言語研究ともいえる小学の三分野、すなわち訓詁・文字・音韻の学について、関連する資料を紹介しつつ概
説する。
●到達目標
小学の分野について概括的な知識を得ることを目的とする。また古来の読書音や訓釈を保存する字書を古籍の読解に利用する、
あるいは古代中国の言語や文化をうかがう参考資料として活用する契機ともなることを期待する。
●授業内容・授業計画
おおよその進捗計画は以下の通り。
第１回 ガイダンス
第２回 訓詁（1）爾雅
第３回 訓詁（2）方言
第４回 訓詁（3）釋名
第５回 訓詁（4）まとめ
第６回 文字（1）説文解字
第７回 文字（2）玉篇・字林
第８回 文字（3）字様書
第９回 文字（4）まとめ
第１０回 音韻（1）切韻
第１１回 音韻（2）廣韻・集韻
第１２回 音韻（3）等韻学
第１３回 音韻（4）近世の韻書
第１４回 音韻（5）まとめ
第１５回 全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：対象資料について音や意味を調べ、用意された設問の答えを準備する。事後学習：学習した内容を復習する。
●評価方法
毎回の小テストと期末のレポートによって評価を定める。
●受講生へのコメント
特になし。
●参考文献・教材
授業の際にプリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

中国語中国文学概論Ⅳ

LCCHN3204

授業コード

L232040010
単位数

Introduction to Chinese Linguistics and Literature Ⅳ
授業形態

担当教員名

講義

張 新民

2単位

●科目の主題
中国語圏映画と現代中国
●到達目標
中国・香港・台湾の映画作品を通して、その歴史的・社会的・思想的背景についての知識を獲得し、中国語圏の文化に対する理
解を深める。
●授業内容・授業計画
映画を鑑賞するとともに、その歴史的・社会的・思想的背景を概説する。
第１回 ガイダンス
第２回 『西洋鏡/映画の夜明け』①
第３回 『西洋鏡/映画の夜明け』②
第４回 『花の生涯/梅蘭芳』①
第５回 『花の生涯/梅蘭芳』②
第６回 『鬼が来た』①
第７回 『鬼が来た』②
第８回 『鬼が来た』③
第９回 『活きる』①
第１０回 『活きる』②
第１１回 『活きる』③
第１２回 『長江哀歌』①
第１３回 『長江哀歌』②
第１４回 『長江哀歌』③
第１５回 総括
●事前・事後学習の内容
授業時に指示する。
●評価方法
出席点、レポートによる。
●受講生へのコメント
中国語の基礎力を必要とする。
●参考文献・教材
プリント配布

授業科目名

科目NO.

中国語基礎演習Ⅰ

LCCHN3205

授業コード

L232070010
単位数

Basic Seminar in Chinese Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

松浦 恆雄

2単位

●科目の主題
中国語中国文学の専門科目の授業を受けるにふさわしい中国語の能力を身につける。
●到達目標
中国語の聴解力と読解力の養成に特に力を入れ、中国語教科書中級レベル以上の内容をマスターする。
●授業内容・授業計画
毎回、聴解力と読解力を養成するための課題を出す。授業では、その課題の確認と課題に関する作業を行う。この授業
は中国語基礎演習Ⅱとペアで週二回連続で授業を行う。片方だけの受講は認めない。
第１回 ガイダンス。テクスト（二十六回分の課題）を配布。
第２回 第一回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第３回 第三回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第４回 第五回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第５回 第七回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第６回 第九回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第７回 第十一回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第８回 第十三回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第９回 第十五回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１０回 第十七回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１１回 第十九回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１２回 第二十一回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１３回 第二十三回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１４回 第二十五回課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１５回 まとめ。
●事前・事後学習の内容
毎回、前回の課題と作業内容についての小テストを行う。必ず復習をして授業に臨むこと。また、授業で取り扱う課題
についても事前に確認し、作業準備を行っておくこと。
●評価方法
平常点に拠る。
●受講生へのコメント
本科目は、中国語基礎演習Ⅱとのペア授業である。あわせて受講する必要がある。片方だけの受講は認めない。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

中国語基礎演習Ⅱ

LCCHN3206

授業コード

L232080010
単位数

Basic Seminar in Chinese Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

松浦 恆雄

2単位

●科目の主題
中国語中国文学の専門科目の授業を受けるにふさわしい中国語の能力を身につける。
●到達目標
中国語の聴解力と読解力の養成に特に力を入れ、中国語教科書中級レベル以上の内容をマスターする。
●授業内容・授業計画
毎回、聴解力と読解力を養成するための課題を出す。授業では、その課題の確認と課題に関する作業を行う。この授業
は中国語基礎演習Ⅰとペアで週二回連続して授業を行う。片方だけの受講は認めない。
第１回 ガイダンス。テクスト（二十六回分の課題）を配布。
第２回 第二回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第３回 第四回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第４回 第六回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第５回 第八回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第６回 第十回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第７回 第十二回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第８回 第十四回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第９回 第十六回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１０回 第十八回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１１回 第二十回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１２回 第二十二回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１３回 第二十四回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１４回 第二十六回の課題を確認し、それに関わる作業を行う。
第１５回 まとめ。
●事前・事後学習の内容
毎回、前回の課題と作業内容についての小テストを行う。必ず復習をして授業に臨むこと。また、授業で取り扱う課題
についても事前に確認し、作業準備を行っておくこと。
●評価方法
平常点に拠る。
●受講生へのコメント
本科目は、中国語基礎演習Ⅰとペア授業である。あわせて受講する必要がある。片方だけの受講は認めない。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

中国語学演習Ⅰ

LCCHN3301

授業コード

L232090010
単位数

Seminar in Chinese Linguistics Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

岩本 眞理

2単位

●科目の主題
中級レベルの学習者を対象とし既習の文法事項を整理し、様々な表現への対応が可能となるよう訓練する。
●到達目標
中国語の諸現象の裏に潜むルールをあぶりだして、読解力・発信力の強化に努める。
●授業内容・授業計画
中国語学の立場から書かれた平易なエッセイを精読し、課ごとのドリルに取り組む。また、多読を習慣化するため長期
の課題も与える。各自が自分で現代中国語作品を選び、その内容の要約紹介と、「気に入った表現集」をレジュメにまと
め発表する。期末のレポートとして「私家版中国語表現辞典」を提出する。
第１回 ガイダンス
第２回‘慢’話 ①
第３回 ‘慢’話 ②
第４回 目和眼及其功能①
第５回 目和眼及其功能②
第６回‘大’ 和‘小’ ①
第７回‘大’ 和‘小’②
第８回 中間発表
第９回‘喫’和動賓関係①
第１０回‘喫’和動賓関係②
第１１回 説‘厳禁挟帯危険品上車’①
第１２回説‘厳禁挟帯危険品上車’②
第１３回 多義例話
第１４回 「私家版中国語表現辞典」発表、相互評価
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：本文内容の予習。
事後学習：長期課題への取り組み。多読と用例採集。用例の分析と発表の準備。
●評価方法
毎回の発表とレポートによる。受講者同士の相互評価も加味する。
●受講生へのコメント
複数の辞書の記述を読み比べて検討することが必要であり、早い段階から中中辞典の使用を習慣化してほしい。日本語
に置き換えることで語や文の意味が理解できたものと、即断しないでほしい。
●参考文献・教材
王希傑『這就是漢語』北京語言学院出版社
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

中国語学演習Ⅱ

LCCHN3302

授業コード

L232100010
単位数

Seminar in Chinese Linguistics Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

大岩本 幸次

2単位

●科目の主題
古代漢語資料選読。
●到達目標
古代漢語に関する実践的な知識を身につける。
●授業内容・授業計画
古代漢語に関わる資料を分析・検討していく。
第１回 ガイダンス・資料配付
第２回 書誌的検討
第３回 作業編1
第４回 作業編2
第５回 作業編3
第６回 作業編4
第７回 分析編1
第８回 分析編2
第９回 分析編3
第１０回 分析編4
第１１回 検討編1
第１２回 検討編2
第１３回 検討編3
第１４回 検討編4
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：対象資料について音や意味を調べ、用意された設問の答えを準備する。事後学習：学習した内容を復習する。
●評価方法
毎回の発表による平常点。
●受講生へのコメント
特になし。
●参考文献・教材
授業中に配布する。

授業科目名

科目NO.

中国文学演習Ⅰ

LCCHN3303

授業コード

L232110010
単位数

Seminar in Chinese Literature Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

松浦 恆雄

2単位

●科目の主題
当代中国を代表する科学幻想小説の作家のひとりである韓松（1965- ）や夏笳（1984- ）の小説やエセーを読むと同時
に、同時代中国の文学について深く考える手掛かりとする。
●到達目標
現代中国語の読解能力を養い、同時代中国の科学幻想小説やエセ―を深く味わうと同時に、同時代中国の文学についての基
礎的な知識を修得する。
●授業内容・授業計画
韓松と夏笳の小説をそれぞれ一篇ずつ選んで精読する。最初に授業時にプリントを配布し、授業の進め方を指示するの
で、受講生は必ず出席すること。
第１回 ガイダンス
第２回 韓松精読（第一回）
第３回 韓松精読（第二回）
第４回 韓松精読（第三回）
第５回 韓松精読（第四回）
第６回 韓松精読（第五回）
第７回 韓松精読（第六回）
第８回 韓松精読（第七回）
第９回 夏笳精読（第一回）
第１０回 夏笳精読（第二回）
第１１回 夏笳精読（第三回）
第１２回 夏笳精読（第四回）
第１３回 夏笳精読（第五回）
第１４回 夏笳精読（第六回）
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
毎回、課題を出す。事前に提出することが求められる。
●評価方法
平常点に拠る。
●受講生へのコメント
現代中国語の基礎的能力を必要とする。第1回の授業時にプリントを配布し、授業の進め方についての具体的な指示を
行うので、受講者は、必ず出席すること。
なお、ケン・リュウ『紙の動物園』早川書房、2015年、ケン・リュウ『母の記憶に』早川書房、2017年、ケン・リュウ
編『折りたたみ北京―現代中国ＳＦアンソロジー』早川書房、2018年などの訳書に事前に目を通しておくことが望ましい。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

中国文化学演習Ⅰ

LCCHN3305

授業コード

L232140010
単位数

Seminar in Chinese Cultural Study Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

張 新民

2単位

●科目の主題
中国大衆文化：漫画・連環画
●到達目標
映画、テレビ、雑誌、漫画、歌謡、大衆演芸などに関するテキストを読み、中国語の読解能力を養成するとともに、中国大衆文化
についての基本的な知識を修得する。
●授業内容・授業計画
本年度は中国の絵物語「連環画」を題材に『西遊記』を読み、受講生は中国語テキストを分担・訳読する。
第１回 ガイダンス
第２回 『西遊記』１
第３回 『西遊記』２
第４回 『西遊記』３
第５回 『西遊記』４
第６回 『西遊記』５
第７回 『西遊記』６
第８回 『西遊記』７
第９回 『西遊記』８
第１０回 『西遊記』９
第１１回 『西遊記』10
第１２回 『西遊記』11
第１３回 『西遊記』12
第１４回 『西遊記』13
第１５回 総括
●事前・事後学習の内容
分担部分を翻訳すること。
●評価方法
出席状況と平常点による。
●受講生へのコメント
中国語の基礎力を必要とする。
●参考文献・教材
プリント配布

授業科目名

科目NO.

中国文化学演習Ⅱ

LCCHN3306

授業コード

L232150010
単位数

Seminar in Chinese Cultural Study Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

張 新民

2単位

●科目の主題
中国大衆文化：相声
●到達目標
映画、テレビ、雑誌、漫画、歌謡、大衆演芸などに関するテキストを読み、中国語の読解能力を養成するとともに、中国大衆文化
についての基本的な知識を修得する。
●授業内容・授業計画
本年度は中国の伝統芸能「相声」を題材に「单口相声」」と「対口相声」の作品を分担・訳読する。
第１回 ガイダンス
第２回 「单口相声」を読む①
第３回 「单口相声」を読む②
第４回 「单口相声」を読む③
第５回 「单口相声」を読む④
第６回 「单口相声」を読む⑤
第７回 「单口相声」を読む⑥
第８回 「対口相声」を読む①
第９回 「対口相声」を読む②
第１０回 「対口相声」を読む③
第１１回 「対口相声」を読む④
第１２回 「対口相声」を読む⑤
第１３回 「対口相声」を読む⑥
第１４回 「対口相声」を読む⑦
第１５回 総括
●事前・事後学習の内容
分担部分を翻訳すること。
●評価方法
出席状況と平常点による。
●受講生へのコメント
中国語の基礎力を必要とする。
●参考文献・教材
プリント配布。

授業科目名

科目NO.

中国語コミュニケーションⅠ

LCCHN3207

授業コード

L232170010
単位数

Studies in Chinese Communication Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

大岩本 幸次

2単位

●科目の主題
初級の地固めをしつつ、中級程度の総合的な実力の育成をめざす。
●到達目標
基礎的文法をふまえてさらに幅のある表現を学び、文章読解のコツも把握できるようになることを目標とする。
●授業内容・授業計画
授業では各項目について必要最低限度の説明を加えた後、関連する内容の練習問題を解いて理解度を点検する。その他、
各回の重要な例文を対象として暗誦を課す。おおよその進捗計画は以下の通り。
第１回 ガイダンス
第２回 判断・確認
第３回 疑問
第４回 推量・予測
第５回 必要・当然
第６回 意志・願望
第７回 可能・不可能
第８回 許容・勧告・命令・要請
第９回 程度・結果
第１０回 一致・類似
第１１回 比較
第１２回 使役
第１３回 受身
第１４回 目的
第１５回 原因・理由
●事前・事後学習の内容
事前学習：対象資料について音や意味を調べ、用意された設問の答えを準備する。事後学習：学習した内容を復習する。
●評価方法
小テストまた期末試験の結果に授業参加度を加味して評価を決定する。
●受講生へのコメント
「中国語コミュニケーションⅡ」と併せて履修する必要がありますので注意して下さい。
●参考文献・教材
ガイダンスの際に配布する。

授業科目名

科目NO.

中国語コミュニケーションⅡ

LCCHN3208

授業コード

L232180010
単位数

Studies in Chinese Communication Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

大岩本 幸次

2単位

●科目の主題
主として音声資料を用いて授業を行い、あわせて読解という側面についても分量的にそう多くない文章を多種にわたり
読み進めていく。
●到達目標
ナチュラルなスピードで行われる短い中国語会話の内容をつかみとることができるようになること、文章読解のコツも把握できるよ
うになることを目標とする。また文法に関する問題もこなしながらさまざまな語彙やフレーズに習熟、語彙の多様な含意に触れ、基
礎的文法をふまえてさらに幅のある表現を学び、能力の向上を図りたい。
●授業内容・授業計画
おおよその進捗計画は以下の通り。
第１回 ガイダンス
第２回 第一課（上）
第３回 第一課（下）
第４回 第二課（上）
第５回 第二課（下）
第６回 第三課（上）
第７回 第三課（下）
第８回 第四課（上）
第９回 第四課（下）
第１０回 第五課（上）
第１１回 第五課（下）
第１２回 第六課（上）
第１３回 第六課（下）
第１４回 第七課（上）
第１５回 第七課（下）
●事前・事後学習の内容
事前学習：対象資料について音や意味を調べ、用意された設問の答えを準備する。事後学習：学習した内容を復習する。
●評価方法
期末試験の結果に授業参加度を加味して評価を決定する。
●受講生へのコメント
「中国語コミュニケーションⅠ」と併せて履修する必要があるので注意して下さい。
●参考文献・教材
授業の際に配布する。

授業科目名

科目NO.

中国語コミュニケーションⅢ

LCCHN3209

授業コード

L232190010
単位数

Studies in Chinese Communication Ⅲ
授業形態

担当教員名

講義

岩本 眞理

2単位

●科目の主題
複雑な内容を具えた対話を進めていく能力と、説得力のあるスピーチを構成するための語学力を養成する。
●到達目標
タスクを達成し、円滑なコミュニケーションが可能となるよう訓練する。
●授業内容・授業計画
テキストのタスクをこなしながら、応用発展をめざした授業を行う。
第1回：職業選択①
第2回：職業選択②
第3回：職業選択③
第4回：職業選択④
第5回：工作面試①
第6回：工作面試②
第7回：工作面試③
第8回：工作面試④
第9回：迎接挑戦①
第10回：迎接挑戦②
第11回：迎接挑戦③
第12回：迎接挑戦④
第13回：スピーチ原稿の検討
第14回：スピーチ大会
第15回：まとめと整理
●事前・事後学習の内容
事前学習：各課のウォーミングアップの課題をこなしておく。
事後学習：毎回の発表内容とその修正箇所を確認して、口頭練習を繰り返す。
●評価方法
授業中のコメント、発表内容と、スピーチの達成度により判断する。
●受講生へのコメント
評価について、冷静に考える機会をもってほしい。数値化だけを目標とするものではない。
●参考文献・教材
テキスト
超雷他編 『任務型中級漢語口語』北京語言大学出版社 コピーを配布する

授業科目名

科目NO.

LCCHN3210

授業コード

中国語コミュニケーションⅣ

L232200010
単位数

Studies in Chinese Communication Ⅳ
授業形態

担当教員名

講義

張 新民

●科目の主題
ことわざ中国語
●到達目標
熟語やことわざをアニメを活用して学び、中国語の表現力を高めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
聞き取り練習、口頭作文、朗読練習を中心に授業を進める。
第１回 孤注一掷（聞き取り）
第２回 孤注一掷（朗読、作文）
第３回 自相矛盾（聞き取り）
第４回 自相矛盾（朗読、作文）
第５回 世外桃源（聞き取り）
第６回 世外桃源（朗読、作文）
第７回 囫囵吞枣（聞き取り）
第８回 囫囵吞枣（朗読、作文）
第９回 狐假虎威（聞き取り）
第１０回 狐假虎威（朗読、作文）
第１１回 杀彘教子（聞き取り）
第１２回 杀彘教子（朗読、作文）
第１３回 亡羊补牢（聞き取り）
第１４回 亡羊补牢（朗読、作文）
第１５回 総括
●事前・事後学習の内容
授業時に指示する。
●評価方法
出席状況と平常点により評価する。
●受講生へのコメント
授業は中国語で行い、辞書を携帯すること。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

2単位

授業科目名

科目NO.

中国語中国文学特講Ⅰ

LCCHN3211

授業コード

L232210010
単位数

Special Lecture an Chinese Linguistics and Literature Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

緒方 賢一

2単位

●科目の主題
中国近世の文人たちがめぐらした倫理思想について概観する。
●到達目標
中国思想史における近世的特徴について十分に理解し、さらに現代の我々が抱える様々な課題と比較対照しうる多角的視野を
得る。
●授業内容・授業計画
１ 序論
２ 古代から中世までの思想的概説
３ 近世という時代－唐宋変革と思想
４ 宋代の思想と朱子学
５ 朱熹という人物について
６ 朱熹の思想（１）認識論
７ 朱熹の思想（２）礼論
８ 朱熹の思想（３）『孝経刊誤』
９ 宋代思想のもう一つの顔－
１０ 家訓（１）葉夢得の『石林家訓』
１１ 家訓（２）陸游の『放翁家訓』
１２ 家訓（３）劉清之の『戒子通録』
１３ 「善書」という思想
１４ 台湾の善書文化
１５ 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：中国思想史に関する書物を読み、全体の簡単なアウトラインを把握しておくこと。
事後学習：授業中で扱った事柄について、配付資料を参考にしながら十分に理解すること
●評価方法
平常点評価(100％)
・授業参加態度(50％)：授業への取り組み、随時試験・レポートなどにより評価。
・最終授業時のテスト(50％)
●受講生へのコメント
授業二回目以降は、前回の授業に関してしっかり復習しておいてください。
●参考文献・教材
テキストは使用せず、資料を授業中に配布する。参考文献は授業時に紹介する。

授業科目名

科目NO.

英米文化概論

LCENG3201

授業コード

L233010010
単位数

Introduction to English and American Cultural Studies
授業形態

担当教員名

講義

Ian M RICHARDS

2単位

●科目の主題
文化的事項を扱った文献の講読を通して、文化の多様性及び異文化交流の意義について体感的に理解する。
●到達目標
異なる文化的背景を持った人々とのコミュニケーション能力を育成する観点から、外国語やその背景にある文化の多様性及び
異文化コミュニケーションの現状と課題について学び、英語が使われている国・地域の歴史・社会・文化について基本的な内容へ
の理解を深め、中学校および高等学校における外国語科の授業に資する知見を身に付ける。
●授業内容・授業計画
文学、記号論、社会学、文化人類学などの学際的な資料を手がかりにして、イギリス・アメリカ・ニュージーランド・
オーストラリアの各地域の歴史・社会・文化を紹介し、主なる英語圏の国々の文化の多様性と異文化コミュニケーション
について考察する。また、学生の理解力向上のため、ライティング、ディスカッションなども随時行う。
第１回：オリエンテーション：コースの概要
第２回：文化の定義と異文化コミュニケーション
第３回：異文化コミュニケーションを難しくさせる要因
第４回：日英における行間理解と知覚・コンテクスト・コミュニケーション能力
第５回：ジェスチャーと非言語コミュニケーションを通しての留学生との異文化体験及び理解
第６回：言葉の壁と異文化 第７回：多様な文化的背景が存在する国家と文化
第８回：アメリカに見る文化における優位性
第９回：宗教とアイデンティティー
第１０回：文化とジェンダー
第１１回：移民・移住と異文化への同化に見る異文化交流の意義
第１２回：日本文化の中の英米文化の体験的理解
第１３回：アイデンティティーとサブグループ
第１４回：異なる文化の交流に見られる排除と寛容についての留学生との体験談・意見交換
定期試験
●事前・事後学習の内容
必ず辞書を持参すること。
●評価方法
定期試験（50％）、小レポート（50％）
●受講生へのコメント
各授業に対して、 事前に課題にきちんと対応すること。
出席や授業への積極的な参加が要求される。
●参考文献・教材
プリント リチャーズ作成 授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英米文学史Ⅰ

LCENG3202

授業コード

L233020010
単位数

History of English and American LiteratureⅠ
授業形態

担当教員名

講義

杉井 正史

2単位

●科目の主題
英語文学作品とその背景を学習することにより、中学校や高等学校における英語の授業に生かせる。
●到達目標
英語文学の代表的な作品や英語の歴史を学習することにより、多様な英語表現を理解し、英国人の文化や考え方を把握できる
ようにする。
●授業内容・授業計画
英語の歴史及び英国ロマン派以前の文学作品や時代背景を学習することにより、英語表現の豊かさを体験する。また、
英国文化について考察を深め、最終的にそれをまとめレポートとして提出する。
第１回：文学史の意味
第２回：古英語、中英語と文学
第３回：チョウサーの文学
第４回：ソネットの導入とシドニー
第５回：スペンサー、ルネサンス演劇の先行伝統
第６回：大学出才人たちの演劇
第７回：シェイクスピアの演劇
第８回：ジョンソン、ジャコビアン・ドラマティスト
第９回：形而上詩人、マーヴェル
第１０回：王政復古期の文学、ミルトン、バニヤン
第１１回：ドライデンの文学
第１２回：18世紀の文学、小説、スウィフト
第１３回：ロマン主義の胎動と怪奇小説
第１４回：女流作家オースティン
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業までに教科書の当該箇所を読んで、当該テーマ（作品）について自身の見解をまとめておくこと。また、学習内容
を理解し、身に着けるためには実際の作品に接することが重要である。そのため、各授業の前後にそれぞれ1時間程度の
予習・復習を行うことが望ましい。
●評価方法
定期試験（65%）、レポート（20%）、毎回の小テスト(15%)
●受講生へのコメント
多くの文学作品に触れることを望む。
●参考文献・教材
川崎寿彦『イギリス文学史』（成美堂、2013年）及びプリント（杉井作成） 参考書 A. J. Pinnington, On Britain: An Introduction
開文社、1996年

授業科目名

科目NO.

英米文学史Ⅱ

LCENG3203

授業コード

L233030010
単位数

History of English and American LiteratureⅡ
授業形態

担当教員名

講義

田中 孝信

2単位

●科目の主題
英語文学作品とその背景を学習することで、英語科の授業に生かすことができる。
●到達目標
英語で書かれた代表的な文学作品を通時的に読み解くことで、使用されている様々な英語表現への理解を深め活用できるよう
にすると同時に、英語が使われている国や地域の文化や歴史への関心を高め理解する。
●授業内容・授業計画
18世紀末のロマン派から現代に至るまでの英文学の流れを、主要な作家の作品を取り上げながら概観し、各作品の個別
性と普遍性に着目する。
第１回：ロマン主義時代（１）ワーズワース、コールリッジ
第２回：ロマン主義時代（２）バイロン、シェリー、キーツ
第３回：ヴィクトリア朝期の詩と散文（１）時代精神とカーライル
第４回：ヴィクトリア朝期の詩と散文（２）テニソン、ブラウニング、アーノルド
第５回：ヴィクトリア朝期の詩と散文（３）ラスキン、ペイター、ラファエロ前派、ワイルド
第６回：ヴィクトリア朝の小説（１）ディケンズ、サッカレー
第７回：ヴィクトリア朝の小説（２）ブロンテ姉妹、ジョージ・エリオット、ハーディ
第８回：第２次大戦までの小説（１）ヘンリー・ジェイムズ、コンラッド
第９回：第２次大戦までの小説（２）ウルフ、ジョイス、ロレンス
第１０回：第２次大戦までの詩と劇（１）ホプキンズ、パウンド、イエイツ
第１１回：第２次大戦までの詩と劇（２）T. S. エリオット、ショー
第１２回：戦後の文学（１）４０年代の詩人たち、５０年代と〈ムーヴメント〉、カトリック作家たち
第１３回：戦後の文学（２）逆ユートピア小説、〈怒れる世代〉の作家たち、女流作家たち、ベケット
第１４回：現代の文学
第１５回：定期試験
●事前・事後学習の内容
授業までに、指示された、教科書の箇所（日本語）とプリント（英語）を読んでおくこと。特にプリントは、事前の準
備なしに授業に臨むとついていけなくなるので、注意しなければならない。授業後はすみやかに講義の要点をまとめ、プ
リントの誤読していた部分を中心に読み直し、理解を徹底させること。そのために、各授業の前後にそれぞれ2時間程度
の予習・復習を行うことが望ましい。
●評価方法
定期試験（80％）、レポート（20％）
●受講生へのコメント
訳書で構わないので、教科書に出てくる作家の作品をできるだけ多く読んでおくこと。
●参考文献・教材
川崎寿彦『イギリス文学史』（成美堂、2013年）及びプリント（田中作成）
（参考書・参考資料等）：授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英米文学史Ⅲ

LCENG3204

授業コード

L233040010
単位数

History of English and American LiteratureⅢ
授業形態

担当教員名

講義

古賀 哲男

2単位

●科目の主題
米文学史について主要な知識を習得し、中学校及び高等学校における英語科の授業に生かかすことができる。
●到達目標
英語で書かれた文学を学ぶなかで英語による表現力への理解を深め、英語が使われている国・地域の文化について理解する。
●授業内容・授業計画
米文学についての主要な解説を行い、授業内質疑やレポート等で受講生のテーマについての理解を確認する。文学作品
における英語表現や、文学作品から見る多様な文化、並びに英語で書かれた代表的な文学を学ぶ。
第１回：イントロダクション：米文学史とは何か
第２回：植民地時代の米文学（17世紀から18世紀）
第３回：国民文学創成期の文学1（エマスン、ソローを中心に）
第４回：国民文学創成期の文学2 (ホーソーン、ポウを中心に)
第５回：国民文学創成期の文学3 (メルヴィルを中心に)
第６回：南北戦争期の文学（トウェインを中心に）
第７回：世紀末から第一次世界大戦期の文学（ドライサー、ジェイムズを中心に）
第８回：1920年代の文学1（ヘミングウェイ、フィッツジェラルドを中心に）
第９回：1920年代の文学2（ハーレム・ルネッサンス作家を中心に）
第１０回：1930年代の文学（スタインベックを中心に）
第１１回：1940年代の文学（フォークナーを中心に）
第１２回：1950年代の文学（べロー、サリンジャーを中心に）
第１３回：1960年代から1990年代の文学（ピンチョン、デリーロ、モリソンを中心に）
第１４回： 2000年以降の文学、まとめ
定期試験は実施しない。
●事前・事後学習の内容
教科書ならびに配布資料を入念に予習すること。レポート作成にむけて発展的学習を自ら行うこと。
●評価方法
レポート試験（80％）平常授業での発表内容（20％）
●受講生へのコメント
英米コース所属の人のみならず、幅広く英語の教職を目指す人も、英米の文化体験の凝縮する文学にじかに触れてほし
い。英語の読解力養成も目指します。
●参考文献・教材
押谷善一郎監修『アメリカ文学新考』大阪教育図書、2004年 授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英語学概論Ⅰ

LCENG3205

授業コード

L233050010
単位数

Introduction to English LinguisticsⅠ
授業形態

担当教員名

講義

豊田 純一

2単位

●科目の主題
語学を教える際に必要な、英語学的知見を音の仕組み・英文法を中心に身に付ける。
●到達目標
英語の音声の仕組み・英文法（構造・意味）を学び、英語の音声や構造・意味形態を理解し、教育に生かせる基礎を学ぶ。
●授業内容・授業計画
言語学的な視点から音声と文法の造詣を深めながら、英語を構成している言語的要素を考察する。
第１回：オリエンテーション：言語学と英語学
第２回：音の構成要素
第３回：子音と母音について
第４回：音の組み合わせ
第５回：実際の発音での留意点
第６回：単語としての音声
第７回：文章としての音声
第８回：文章ができる仕組み
第９回：単文の内部構造
第１０回：複文の内部構造
第１１回：意味の構成要素
第１２回：単語同士での意味関係
第１３回：意味の拡張
第１４回：文章内での意味
定期試験
●事前・事後学習の内容
教科書で扱う部分を授業前に目を通しておくこと。さらに、普段から読んだり耳にしたりする英語に対して、授業で扱
った内容がどのようにあてはまるかを考えるようにできればなお望ましい。
●評価方法
定期試験（80％）、小レポート（20％）
●受講生へのコメント
出席率が70％に満たないものは、単位の対象外とする。出席点はないので注意すること。
15分以上遅刻したものは欠席とみなすので、気を付けること。
試験・レポートは定期的にあるので、授業中の指示に従うこと。
●参考文献・教材
長谷川瑞穂編著『はじめての英語学』研究社、2006年
授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英語学概論Ⅱ

LCENG3206

授業コード

L233060010
単位数

Introduction to English LinguisticsⅡ
授業形態

担当教員名

講義

豊田 純一

2単位

●科目の主題
語学を教える際に必要な英語学的知見を、語用論・歴史的変遷・国際性を中心に身に付ける。
●到達目標
英文法（語用論）、英語の歴史的変遷、国際共通語としての英語を学び、文脈で実際に使われている言語、社会の中での生き
た言語、国際語としての英語を理解し、教育に生かせる基礎を学ぶ。
●授業内容・授業計画
言語学的な視点から語用論・歴史的変遷・国際性の造詣を深めながら、英語を構成している言語的要素、及び英語が話
されている社会構成を考察する。
第１回：オリエンテーション：文脈と世界における英語の多様性
第２回：意味の多様性
第３回：意味とコンテクスト
第４回：まとまりのある文章
第５回：文章中の情報構造
第６回：日英における情報構造の差
第７回：文法と文化とコンテクスト
第８回：言語相対性仮説
第９回：英語のバリエーション
第１０回：多言語コミュニケーション
第１１回：ピジン語とクレオール語
第１２回：多言語国家について
第１３回：バイリンガルとダイグロシア
第１４回：公用語としての英語
定期試験
●事前・事後学習の内容
教科書で扱う部分を授業前に目を通しておくこと。さらに、普段から読んだり耳にしたりする英語に対して、授業で扱
った内容がどのようにあてはまるかを考えるようにできればなお望ましい。
●評価方法
定期試験（80％）、小レポート（20％）
●受講生へのコメント
出席率が70％に満たないものは、単位の対象外とする。出席点はないので注意すること。
15分以上遅刻したものは欠席とみなすので、気を付けること。
試験・レポートは定期的にあるので、授業中の指示に従うこと。
●参考文献・教材
長谷川瑞穂編著『はじめての英語学』研究社、2006年
（前期と同じ教科書なので、すでに購入した者は再度購入する必要はない）
授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英米文化演習
Seminar in English and American

LCENG3207

授業コード

L233070010
単位数

Cultural Studies

授業形態

担当教員名

講義

Ian M RICHARDS

2単位

●科目の主題
他の国・地域の歴史・社会・文化への比較も含め、ひとつの文学作品の精読を通し、英語による表現力への理解を深め、
中学校および高等学校における英語科の授業に資する知見を身に付ける。
●到達目標
外国語やその背景にある文化の多様性及び異文化コミュニケーションの現状と課題について学ぶ。
●授業内容・授業計画
特定の作家の作品（ヘミングウェイの『日はまた昇る』（１９２６））を通して講読し、そこから他の英語圏の国・地
域の歴史・社会・文化を比較・考察していく。
第１回：オリエンテーション
第２回：テーマ（１）失われた世代
第３回：テーマ（２）男の不安
第４回：テーマ（３）性の崩壊性
第５回：テーマ（４）アイデンティティー
第６回：テーマ（５）恋愛
第７回：テーマ（６）追放
第８回：テーマ（７）戦争
第９回：テーマ（８）自然
第１０回：モチーフ（１）コミュニケーションの失敗
第１１回：モチーフ（２）過度の飲酒
第１２回：モチーフ（３）偽りの友情
第１３回：シンボル 闘牛
第１４回：異文化コンタクト
定期試験
●事前・事後学習の内容
辞書を必ず持参すること。
●評価方法
定期試験（50％）、小レポート（50％）
●受講生へのコメント
各授業への準備をしっかりしておくこと。
授業中に課す課題（英語でのレポート）は最終成績に重要な要素である。
●参考文献・教材
特になし。
参考書・参考資料等 授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英米文学演習Ⅰ

LCENG3208

授業コード

L233080010
単位数

Seminar in English and American LiteratureⅠ
授業形態

担当教員名

演習

田中 孝信

2単位

●科目の主題
英語文学作品とその背景を学習することで、英語科の授業に生かすことができる。
●到達目標
英語で書かれた代表的な文学作品を読み解くことで、使用されている様々な英語表現への理解を深めると同時に、英語が使わ
れている国や地域の文化や歴史を理解する。
●授業内容・授業計画
19世紀末の唯美主義者ワイルドの芸術観が最も具体化された小説『ドリアン・グレイの肖像』（1891）を読む。彼独自
の流麗な文体を味わいながら、その背後にある様々な側面の境界の流動化現象を探る。
第１回：オリエンテーション：ワイルドの生涯と『ドリアン・グレイの肖像』の梗概説明
第２回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（序文・第1-2章）３人の主要な男性登場人物の人物像の分析、ワイルドの
唯美主義・美のもつ力・小説の原型としてのファウスト伝説の説明
第３回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第3-4章）ヘンリーがドリアンに及ぼす影響力・ヘンリーの機知に富んだ
会話力・ドリアンのシビルに対する愛の実体の分析、ユダヤ人差別に関する説明
第４回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第5-6章）ドリアンとシビルの婚約が孕む芸術と現実との乖離の分析、２
人の婚約を巡る周囲の反応に基づくそれぞれの登場人物像について討論
第５回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第7-8章）ドリアンの語りを通してみた彼の性格像の劇的変化の分析、肖
像画の変化が帯びる意味について討論
第６回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第9-10章）ドリアンとバジルの関係の分析、ドリアンの利己心と恐怖心
について討論
第７回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第11-12章）快楽を追求するドリアンの内面の分析、そこにみられる作者
ワイルドの姿勢について討論
第８回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第13-14章）バジル殺害の場面におけるドリアンの心的 態度の分析、改
心に対するドリアンの姿勢や彼の現実との乖離について討論
第９回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第15-16章）阿片窟の場面にみられるドリアンの心身の崩壊の分析、文体
上の直喩の効用・阿片がイギリス人に及ぼした影響に関する説明
第１０回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第17-18章）阿片窟と対照的に設定された田園描写が帯びるアイロニカ
ルな役割の分析、イギリス社会における階級制度に関する説明
第１１回：『ドリアン・グレイの肖像』を読む（第19-20章）ドリアンの死の場面の分析、対象（モデル）と表現（作品）
の関係について討論
第１２回：『ドリアン・グレイの肖像』の批評を読む（１）出版当時から第２次大戦まで
第１３回： 『ドリアン・グレイの肖像』の批評を読む（２）戦後から現代まで
第１４回： 『ドリアン・グレイの肖像』全体の主題・文体・語りに関する問題提示と討論
第１５回：定期試験
●事前・事後学習の内容
毎週、指定された箇所の英語を注を参考にしながら読み解き授業に臨むこと。授業後はすみやかに誤読や浅薄な読解し
かしていなかった部分を中心に読み直し、理解を徹底させること。そのために、各授業の前後にそれぞれ2時間程度の予
習・復習を行うことが望ましい。
●評価方法
定期試験（70％）、レポート（20％）、平常点（10％）
●受講生へのコメント
訳書で構わないので、ワイルドの他の作品も読んでおくこと。
●参考文献・教材
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (Penguin, 2003)
（参考書・参考資料等）： 授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英米文学演習Ⅱ

LCENG3209

授業コード

L233090010
単位数

Seminar in English and American LiteratureⅡ
授業形態

担当教員名

演習

杉井 正史

2単位

●科目の主題
シェイクスピアの作品を読み、その背景を学習することにより、その理解を、中学校や高等学校において、英語の授業
に生かせる。
●到達目標
シェイクスピアの初期の悲劇『タイタス・アンドロニカス』（1590年頃）を様々な観点に留意しながら精読し、エリザベス朝の歴史、英
国の演劇文化、英語表現への理解を深める。
●授業内容・授業計画
シェイクスピアの演劇を読み、その背景を学習することにより、英国演劇文化を理解する。シェイクスピアの英語表現
を直接体験して英語力を高めるととともに、英語表現の多様性を理解する。最終的に本作品についてレポートを提出す
る。
第１回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（１） シェイクスピアの経歴
第２回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（２） シェイクスピア当時の英語の特色
第３回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（３） 本作品のテキストと参考辞書
第４回：『タイタス・アンドロニカス』 の精読（４） ローマの政治制度
第５回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（５） 祈願文、命令文、倒置文
第６回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（６） 誓言、慣用句
第７回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（７） 特殊な関係代名詞
第８回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（８）文の省略法、Ifのない条件節
第９回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（９）本作品の材源
第１０回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（１０）エリザベス朝の流血劇
第１１回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（１１）タイタスの性格的欠陥
第１２回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（１２）他者としてのアーロンの魅力
第１３回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（１３） 成熟期の作品との相違
第１４回：『タイタス・アンドロニカス』の精読（１４）『タイタス・アンドロニカス』の上演史
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業までに教材の当該箇所を辞書等を用いて一通り読んで、それに対する自信の見解をまとめておくこと。また、学習
内容を理解し、身に着けるためには、自分が解釈できず、教員によって解釈法を教わった箇所を、授業後に確認すること
が重要である。そのため、各授業の前後にそれぞれ2時間程度の予習・復習を行うことが望ましい。
●評価方法
定期試験（65%）、レポート（20％）、平常点（15%）
●受講生へのコメント
辞書を引いて予習してくること
●参考文献・教材
William Shakespeare、Titus Andronicus 、Bloomsbury Arden、1995年
参考書・参考資料等
依田義丸『シェイクスピア残酷劇からの誕生』京都大学学術出版会、2006年

授業科目名

科目NO.

英米文学演習Ⅲ

LCENG3210

授業コード

L233100010
単位数

Seminar in English and American LiteratureⅢ
授業形態

担当教員名

演習

古賀 哲男

2単位

●科目の主題
米文学について主要な知識を習得し、中学校及び高等学校における英語科の授業に活かすことができる。
●到達目標
英語で書かれた文学を学ぶなかで英語による表現力への理解を深め、英語が使われている国・地域の文化について理解する。
●授業内容・授業計画
ラルフ・エリソン『見えない人間』(1952) の講読を通じて、受講生のテーマについての理解を確認する。文学作品にお
ける英語表現や、文学作品から見る多様な文化、並びに英語で書かれた代表的な文学を学ぶ。
第１回：イントロダクション
第２回：『見えない人間』講読１（プロローグ部分）
第３回：『見えない人間』講読２（第1章“Battle Royal” 場面を中心に）
第４回：『見えない人間』講読３ (第2章“Trueblood”場面を中心に)
第５回：『見えない人間』講読４ (第３〜5章：“Bledsoe, Rev.Barbee” 場面を中心に)
第６回：『見えない人間』講読５（第６〜10章“Liberty Paints”場面を中心に）
第７回：『見えない人間』講読６（第11章〜15章“Brotherhood”場面を中心に）
第８回：『見えない人間』講読７（第16章〜20章“Tod Clifton, Ras the Destroyer” 場面を中心に）
第９回：『見えない人間』講読８（第21章〜25章“Harlem Riot”場面を中心に）
第１０回：『見えない人間』講読９（エピローグ部分）
第１１回：受講生による口頭発表１ならびに批評読解１（荒このみ、山下昇を中心に）
第１２回：受講生による口頭発表２ならびに批評読解２（Houston Baker, Tony Tannerを中心に）
第１３回：受講生による口頭発表３ならびに批評読解３（Alan Nadel, Morris Dicksteinを中心に）
第１４回： まとめ
定期試験は行わない。
●事前・事後学習の内容
毎回の講読箇所の予習を入念に行うこと。レポート作成に向けて幅広く読書すること。
●評価方法
レポート試験（80％）平常授業での発表内容（20％）
●受講生へのコメント
読みやすい英語なので、ぜひ、授業以外の箇所も積極的に読んでレポート作成に向かってほしい。
●参考文献・教材
Ralph Ellison, Invisible Man (Random House 1995).
参考書・参考資料等
授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英米文学特講

LCENG3214

授業コード

L233140010
単位数

Special Lecture on English and American Literature
授業形態

担当教員名

講義

中井 亜佐子

2単位

●科目の主題
英語文学作品の読解とその背景を学習することで、中学校及び高等学校の英語科の授業に生かせる英語力と知識を身に
つける。
●到達目標
ロマン派からモダニズムまでのイギリス及び英国植民地の文学を、「群衆／大衆 (the crowd, the masses)の表象」という観点から
読み解くことで、使用されている様々な英語表現への理解を深める。また、英語が使われている国や地域の文化についての関心
を高め理解する。
●授業内容・授業計画
① 19世紀から20世紀前半の様々な英語文学の作品を読むことによって、英語表現の時代的変遷や、詩や小説といった
ジャンルの特性を学ぶ。
② 「群衆／大衆の表象」という観点から、それぞれの作品の時代的、地域的、社会的特性について理解を深める。
③ ロマン派、ヴィクトリア朝、モダニズムの代表的な作品の一部を抜粋で読む。
第１回：「群衆／大衆」の理論 ボードレールからカルチュラル・スタディ—スまで
第２回：ロマン派における都市・群衆・革命 ブレイク、ワーズワス、コールリッジ、シェリー
第３回：ヴィクトリア朝小説と大衆 （１）ディケンズ
第４回： ヴィクトリア朝小説と大衆 （２）ハーディ
第５回：ヴィクトリア朝思想と大衆（１）J. S. ミル、アーノルド
第６回：ヴィクトリア朝思想と大衆（２）ラスキン、モリス
第７回：植民地の群衆 コンラッド
第８回：ハーレム・ルネサンスにおける「リンチ」の表象 ジョンソン、デュボイス、ヒューズ
第９回：都市を歩く女たち （１）ヴァージニア・ウルフ
第１０回：都市を歩く女たち（２）ジーン・リース、ネラ・ラーセン
第１１回：ジョージ・オーウェルにおける群衆表象の変遷
第１２回：「大衆」の理論化へ（１）C. L. R. ジェームズ『ブラック・ジャコバン』
第１３回：「大衆」の理論化へ（２）50年代以降の C. L. R. ジェームズの文化理論
第１４回：戦後のロンドンを歩く人びと ム・セルヴォン
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業開始1週間前に、資料および参考文献リストを本授業のWebサイトに掲載する。必ず事前に内容を確認し、授業に臨
むこと。授業後は紹介された資料を自分でもう一度読み直して、試験に備えること。
●評価方法
定期試験（80％）、毎回の授業時に書くコメントシートの内容（20％）
●受講生へのコメント
暑い時期の集中講義なので、お互い体力勝負ですが、適宜映像をお見せするなどして、楽しい授業にしたいと思います。
●参考文献・教材
テキスト
特に指定しない。授業で読解するテキストはプリントで配布する。
参考書・参考資料等
Stephen Greenblat et al. eds., The Norton Anthology of English Literature D, E, F (Norton, 2012) その他、二次文献や理論書
などは授業で適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

英語コミュニケーションⅠ

LCENG3216

授業コード

L233160010
単位数

English CommunicationⅠ
授業形態

担当教員名

講義

Ian M RICHARDS

2単位

●科目の主題
領域統合型の言語活動を行うのに必要な、インタラクション技能を身に付ける。
●到達目標
CEFR B2レベル以上のレベルで、英語で授業を行うための英語絵運用能力を身に付ける。
様々なジャンルや話題について、英語で読み・書きして理解することができ、状況に応じて英語で話す（やり取り・発表）・書くこと
だできるようになり、複数の領域を統合した言語活動を逐行することができるようになる。 （テーマ）
●授業内容・授業計画
George OrwellのAnimal Farm（１９４５）を講読して内容を理解し、議論やまとめ製作を通して、学生の英語の4技能（読
む・書く・話す・聞く）を身に付ける。
第１回：コースと作品概要
第２回：第１章 概要説明と書き取り、内容に関する議論（登場人物の描写の理解）
第３回：第２章 前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（名前と性格の関連性の分析）
第４回：第３章 前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（変化の兆候の解析）
第５回：第４章 前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（ファーム形態の理念の理解）
第６回：第５章（１）前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（モリーの生き方の解釈）
第７回：第５章（２）前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（第１風車の象徴と意味）
第８回：第６章 前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（ナポレオンの政治的姿勢）
第９回：第７章（１）前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（欺瞞と寸劇性）
第１０回：第７章（２）前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（欺瞞とスケープゴート）
第１１回：第８章（１）前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（統計的数字とその政治的
解釈）
第１２回：第８章（２）前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（新しいナポレオンの解釈）
第１３回：第９章 前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（言語の政治的使用）
第１４回：第１０章 前回の内容のまとめ作成、概要説明と書き取り、内容に関する議論（第２風車の象徴と意味）
定期試験
●事前・事後学習の内容
辞書を必ず持参すること。
●評価方法
定期試験（50％）、小レポート（50％）
●受講生へのコメント
出席と授業への積極的な参加が要求される。
授業外で対応する課題がかなりある。
●参考文献・教材
George Orwell Animal Farm Penguin, 2017
授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

LCENG3217

英語コミュニケーションⅡ

授業コード

L233170010
単位数

English CommunicationⅡ
授業形態

担当教員名

講義

Jeffrey L SIEVERT

2単位

●科目の主題
領域統合型の言語活動を行うのに必要な、インタラクション技能を身に付ける。
●到達目標
CEFR B2レベル以上のレベルで、英語で授業を行うための英語絵運用能力を身に付ける。様々なジャンルや話題について、英
語で読み・書きして理解することができ、状況に応じて英語で話す（やり取り・発表）・書くことだできるようになり、複数の領域を統合
した言語活動を逐行することができるようになる。
●授業内容・授業計画
Charlotte Bront のJane Eyre（１８４７）を講読もしくは映画版を見て内容を理解し、議論やまとめ製作を通して、学生
の英語の4技能（読む・書く・話す・聞く）を身に付ける。
第１回：オリエンテーション：文学的背景に関する質問
第２回：第１-３章 内容理解、ディスカッション（19世紀イギリスの階級と男女の差について）
第３回：第４-７章 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（19世紀イギリスの宗教と人生観について）
第４回：第８-１１章 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（登場人物の人格について）
第５回：第１２-１５章 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（言語とタブーについて）
第６回：第１６-１８章 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（19世紀イギリスの女性像について）
第７回：第１９-２１章 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（神秘主義について）
第８回：第２２-２４章 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（自然と感情について）
第９回：第２５-２７章 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（作中の予言的兆候について）
第１０回：第２８-３０ 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（人物のシンボル化について）
第１１回：第３１-３４ 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（宗教と階級について）
第１２回：第３５-３８ 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（隠れた恋愛について）
第１３回：第３９-４１ 内容理解、ディスカッション、まとめの作成（物質主義と官能性について）
第１４回：第４２-４４ 作品全体のディスカッション、まとめの作成（世代を超えた英国性について）
定期試験
●事前・事後学習の内容
毎週、扱う章に関しての課題（英作文）が出される。課題は授業時間内に終わらせてもよいが、宿題として次週に提出
してもよい。授業全体で約12の課題が出る。
●評価方法
定期試験（50％）、小レポート（50％）
●受講生へのコメント
この授業では、Charlotte BrontëのJaye Eyre（1847）を扱う。この作品によって、当時のイギリスでの女性観が変わった
と言われている。
●参考文献・教材
テキスト
Jane Eyre by Charlotte Bronte, Penguin reader, upper intermediate 5 (152 pages) ISBN: 0-582-41932-8
資料・参考書
授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

英米文学演習Ⅳ

LCENG3211

授業コード

L233180010
単位数

Seminar in English Literature Ⅳ
授業形態

担当教員名

演習

杉井 正史

2単位

●科目の主題
第二次大戦後のアメリカ小説を読み、その背景を学習することにより、理解を、中学校や高等学校において、英語の授
業に生かせる。
●到達目標
アメリカのエリック・シーガルの小説『ある愛の詩』(1970)を様々な観点に留意しながら精読し、1970年代のアメリカの文化や英語
表現への理解を深める。
●授業内容・授業計画
『ある愛の詩』を読み、作られた時代背景やその当時の大学生活の状況を学習することによって、アメリカ文化を理解
する。当時のアメリカの学生の英語表現を直接体験して英語力を高め、英語表現の多様性について理解する。最終的に、
この小説についてのレポートを提出する。
第１回：『ある愛の詩』の精読（１）エリック・シーガルの経歴
第２回：『ある愛の詩』の精読（２）映画としての『ある愛の詩』
第３回：『ある愛の詩』の精読（３）アメリカのエリート学生
第４回：『ある愛の詩』の精読（４）アメリカのスラング
第５回：『ある愛の詩』の精読（５）スポーツ小説としての『ある愛の詩』
第６回：『ある愛の詩』の精読（６）恋愛小説としての『ある愛の詩』
第７回：『ある愛の詩』の精読（７）オリバーの父親への反抗
第８回：『ある愛の詩』の精読（８）ジェニファーの気持ち
第９回：『ある愛の詩』の精読（９）“Goddamn”などの冒?語
第１０回：『ある愛の詩』の精読（１０）時代背景
第１１回：『ある愛の詩』の精読（１１）若者の流行について
第１２回：『ある愛の詩』の精読（１２）アメリカにおけるイタリア系移民者
第１３回：『ある愛の詩』の精読（１３）ジェニファーの死
第１４回：『ある愛の詩』の精読（１４）現代日本の学生との比較
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業までに教材の当該箇所を辞書等を用いて一通り読んでおくこと。また、学習内容を理解し、身に着けるためには、
自分が解釈できず、教員によって解釈法を教わった箇所を、授業後に確認することが重要である。そのため、各授業の前
後にそれぞれ2時間程度の予習・復習を行うことが望ましい。
●評価方法
定期試験（65%）、レポート（20%）、平常点（15%）
●受講生へのコメント
きちんと予習に努めること。
●参考文献・教材
テキスト
Erich Segal(上岡弘二注解) Love Story 英光社、1993年 Malcom Bradbury(英米文化学会訳)『現代アメリカ文学—1945年から
現代まで』彩流社、1997年

授業科目名

科目NO.

英語学演習

LCENG3212

授業コード

L233190010
単位数

Seminar in English Linguistics
授業形態

担当教員名

演習

豊田 純一

2単位

●科目の主題
特定の単語や語法を例に考察し、それらの歴史的変遷を理解し、それを教育に応用できる基礎を身に付ける。
●到達目標
英語の文法と文化の歴史的変遷を考察し、社会の中での生きた言語がどのようにして変化して現在活用されているかを理解し、
教育に応用できる基礎を学ぶ。
●授業内容・授業計画
英語に関する幅広い造詣を深める。また、英語の歴史的変遷を見ることにより、英語のコミュニケーションに重要な要
素を考察する。
第１回：オリエンテーション：歴史と言語
第２回：Minstrel（１）単語の意味と先入観
第３回：Minstrel（２）言語から見る英語の歴史
第４回：Minstrel（３）Chaucerと政治に関して
第５回：Minstrel（４）方言と標準語
第６回：Peasant（１）単語の意味と先入観
第７回：Peasant（２）言語から見る英語の歴史
第８回：Peasant（３）農民と教育
第９回：Peasant（４）教育の普及度
第１０回：King（１）王国と言語
第１１回：King（２）英語のポライトネス
第１２回：King（３）英語の２人称代名詞
第１３回：King（４）方言どうしの接触と言語変化
第１４回：King（５）プロパガンダとしての英語
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業に備え、講読箇所を必ず訳しておくこと。授業中に単語のひとつひとつを辞書で調べることがないようにする。さ
らに、普段から読んだり耳にしたりする英語に対して、授業で扱った内容がどのようにあてはまるかを考えるようにでき
ればなお望ましい。
●評価方法
定期試験（80％）、小レポート（20％）
●受講生へのコメント
出席率が70％に満たないものは、単位の対象外とする。
欠席点があるので、注意すること。
訳を授業前にしてきていない場合は、減点対象とする。
15分以上遅刻したものは欠席とみなすので、気を付けること。
試験・レポートは定期的にあるので、授業中の指示に従うこと。
●参考文献・教材
特になし。 授業中に適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

LCDFX3202

ドイツ語フランス語圏言語文化論Ⅱ
Studies in German and Francophone Language and Culture Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義／演習

福島 祥行

授業コード

L234020010
単位数

2単位

●科目の主題
ドイツ語フランス語圏言語文化コースに所属する学生に、ドイツ語圏もしくはフランス語圏にかんする事象を、言語、
文化、社会、歴史などの面からみることで、世界の多様性、複文化性について思弁を深める機会をあたえる。IIでは、フ
ランス語圏の事象をとりあつかう。
●到達目標
フランス語圏の言語、文化、社会、歴史について考察をほどこすことにより、フレンチ・ポップスの歌い手たちとその多様なバック
グラウンドを分析することで、フランス共和国以外のフランス語圏とフランス語話者について多面的に考察する能力を身につけ、あ
らたな知識を創発する。また、フランス語力の向上をはかる。
●授業内容・授業計画
フレンチ・ポップスの歌い手たちの多様なバックグラウンドを説明し、グループごとに歌詞の読解をおこなう。ドイツ
語履修者グループにはドイツ語または英語の歌詞を配布する。そののち、当該曲のミュージッククリップを見る。
【独仏語以外の新修外国語履修者は受講できないので注意すること】
第1回：フランス語圏とフランコフォニー
第2回：ミレーヌ・ファルメールとカナダ
第3回：セリーヌ・ディオンとケベック州
第4回：ナターシャ・サン＝ピエールとニューブランズウィック州
第5回：ストロマエとベルギー
第6回：ビソ・ナ・ビソとコンゴ民主共和国
第7回：ジェシー・マタドールとコンゴ共和国
第8回：マジック・システムとコート・ディヴォワール
第9回：ハレドとアルジェリア
第10回：レスリーとアフリカ
第11回：シャイムとマルティニーク
第12回：ワイクレフ＆ミュザイオンとアイティ
第13回：ディアムスと移民
第14回：ふりかえりとまとめ
●事前・事後学習の内容
事前に前回の学習内容のノートを読み返すこと、および、事後のふりかえり等により、1回の授業あたり2時間の自習時
間をとること。
●評価方法
ほぼ毎回おこなわれるグループワークと、ポートフォリオによるふりかえり、および自己評価。
●受講生へのコメント
フランス語圏が多様であること、そして、その多様なフランス語圏にルーツをもつ歌手たちはさらに多様であり、その
歌もまた多様であることを感じてもらいたい。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏文学史

LCDFD3201

授業コード

L234030010
単位数

History of German Literature
授業形態

担当教員名

講義

髙井 絹子

2単位

●科目の主題
ドイツ語圏文学の展開と変遷を辿ります。現代的な問題意識および視点から、文学史上の各時期の重要な作家、作品、
思想を見てゆきます。
●到達目標
文学作品を切り口に、ドイツ語圏の歴史、文化、社会状況について理解を深めます。
●授業内容・授業計画
ほぼ時代順にドイツ語圏の重要な作家、作品を紹介します。授業は配布プリントとパワーポイントを用いて進めます。
第 1回 導入
第 2回 宮廷文学と民族叙事詩 １
第 3回 宮廷文学と民族叙事詩 ２
第 4回 近代文学への胎動
第 5回 17世紀の文学
第 6回 啓蒙主義とシュトルム・ウント・ドラング
第 7回 ゲーテの時代
第 8回 ロマン主義の文学 １
第 9回 ロマン主義の文学 ２
第10回 写実主義と自然主義
第11回 反自然主義の文学 １
第12回 反自然主義の文学 ２
第13回 二大戦間の文学
第14回 戦後文学
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
事前に授業で扱う箇所を参考文献で確認しておくこと。事後に授業中配布するプリントをもとに不明の点など各自調べ
ること。
●評価方法
平常点20％、レポート40％、試験40％による総合評価。
●受講生へのコメント
作品理解を深めるためにもドイツ語圏の歴史や文化について幅広く関心をもってください。
●参考文献・教材
参考文献：手塚富雄・神品芳夫『増補ドイツ文学案内』岩波文庫別冊3

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏文化論

LCDFD3202

授業コード

L234040010
単位数

German Culture
授業形態

担当教員名

講義

長谷川 健一

2単位

●科目の主題
ドイツ語圏の文化・文学について多角的な視点から論じる。
●到達目標
ドイツ語圏の文化・文学・歴史についての幅広い知識を獲得し、ドイツ語圏の文化に対する理解を深める。
●授業内容・授業計画
ドイツはしばしば「森の国」と呼ばれる。森は、ドイツ語圏の伝説や民話のみならず、近代文学のなかにもたびたび登
場し、重要な役割を担ってきた。本講義では、ドイツ語圏の森と文化・文学の関係について、歴史的な背景も交えつつ、
多面的に考察する。その際、適宜、DVD・CD等の視聴覚教材も使用する。
第1回 イントロダクション
第2回 グリム兄弟とゲルマンの森
第3回 シュヴァルツヴァルトとその周辺（１）ハウフ『冷たい心臓』
第4回 シュヴァルツヴァルトとその周辺（２）フケー『ウンディーネ』
第5回 シュヴァルツヴァルトとその周辺（３）メーリケ『美しきラウの話』
第6回 ハルツ山地（１）ハイネ『ハルツ紀行』とアンデルセン『徒歩旅行』
第7回 ハルツ山地（２）ゲーテ『ファウスト』
第8回 ハルツ山地（３）ティーク『金髪のエックベルト』
第9回 テューリンゲンの森（１）タンホイザー伝説
第10回 テューリンゲンの森（２）ヴァーグナー『タンホイザー』
第11回 エルツ山地（１）歴史と文化
第12回 エルツ山地（２）ホフマン『くるみ割り人形とネズミの王様』
第13回 ボヘミアの森とその周辺（１）シラー『群盗』
第14回 ボヘミアの森とその周辺（２）ヴェーバー『魔弾の射手』
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
授業後は、紹介した作品や参考文献を積極的に読むこと。授業中に資料の一部を読み上げて貰うので、予習に際しては、
用語の意味や読み方なども調べておくこと。
●評価方法
平常点（15%：コメントカード、授業態度を含む）、レポート（40%）、試験（45％）から総合的に評価する。4回以上欠
席した者やレポートの未提出者は評価の対象としない。
●受講生へのコメント
授業中に配布した補助プリント等はファイルに綴じ、後で試験勉強に役立てて欲しい。
●参考文献・教材
資料を配布する。参考文献は、授業中に紹介する。

授業科目名

科目NO.

ドイツ語学概論

LCDFD3203

授業コード

L234050010
単位数

Introduction to German Linguistics
授業形態

担当教員名

講義

神竹 道士

2単位

●科目の主題
本講義では、言語学における重要な基本概念や言語学の主要な研究領域、そしてさまざまな言語学理論に関して分かり
やすく紹介する。まず言語学の歴史的な変遷について概観し、言語研究とその時代の歴史的背景について論じる。基本的
な言語学用語と分析方法について説明した上で、ドイツ語という個別言語の分析から、言語一般の普遍的解釈へと展開し
てみたいと思う。
●到達目標
本講義で取り扱う言語は主にドイツ語である。ドイツ語を通して、ことばの持つ普遍的な特徴と機能について理解し、言語学的な
分析方法に関する基礎知識を習得することが、本講義の目標である。
●授業内容・授業計画
本講義では、主に次の様な項目について取り上げる。
第１回 古代の言語研究
第２回 一般言語学と個別言語学
第３回 ドイツ語の歴史
第４回 ドイツ語の音韻変化
第５回 ルターのドイツ語訳聖書
第６回 統一文章語
第７回 標準ドイツ語
第８回 文法規範
第９回 正書法
第１０回 正音法
第１１回 規範と揺れ
第１２回 言語と社会
第１３回 文体と言語変種
第１４回 中間言語形式
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
授業中適宜参考文献や言語学辞典などを紹介するので、言語学の基本概念など分かりにくい専門用語については図書館
を利用するなどして自主的に学習すること。
●評価方法
レポート（50％）と試験（50％）によって総合的に評価する。
●受講生へのコメント
授業でドイツ語を扱うので、ドイツ語未履修者は受講不可とする。
講義なので、授業中きちんとノートをとること。
●参考文献・教材
適宜、プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏言語文化基礎演習Ⅰ
Proseminar in German Language and Culture Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

神竹 道士

LCDFD3204

授業コード

L234060010
単位数

2単位

●科目の主題
本演習では、中級レベルのドイツ語文法について詳しく論じます。ドイツ語のさまざまな資格試験にも対応できるよう
に、完全な演習形式をとります。
●到達目標
ドイツ語文法を単なる知識ににとどまらせず、ピンポイントの集中学習によって徹底的にマスターすることが本演習の目標です。
●授業内容・授業計画
事前に教材プリント（問題集）を配布します。そのプリントを毎回２～３枚程度こなしていきます。
取り扱う文法項目は、以下の通りです。
第１回 形容詞の格変化：基礎
第２回 形容詞の格変化：応用
第３回 形容詞の格変化：実践
第４回 前置詞の格支配：基礎
第５回 前置詞の格支配：応用
第６回 前置詞の格支配：実践
第７回 否定表現：基礎
第８回 否定表現：応用
第９回 現在完了形（haben支配）：基礎
第１０回 現在完了形（haben支配）：応用
第１１回 現在完了形（sein支配）：基礎
第１２回 現在完了形（sein支配）：応用
第１３回 現在完了形（haben/sein支配）：実践
第１４回 語順
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
配布されたプリントの問題をよく読んで下調べをすること。
●評価方法
平常点（50％）と試験（50％）によって評価します。
●受講生へのコメント
事前の下調べを決して怠らないようにしてください。
辞書は必携です。
●参考文献・教材
独自の教材プリント（問題集）を配布します。
参考文献は授業中適宜指示します。

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏言語文化基礎演習Ⅱ
Proseminar in German Language and Culture Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

髙井 絹子

LCDFD3205

授業コード

L234070010
単位数

2単位

●科目の主題
初級文法の補完と読解力の養成、ドイツ語圏の文化に対する理解を深める。
●到達目標
中級程度の読解力をつける。
●授業内容・授業計画
ドイツ語テキストの精読のあと作品分析を行なう。
第１回 導入
第２回 Peter Hacks: Armer Ritter : Erstes Kapitel
第３回 Peter Hacks: Armer Ritter : Erstes Kapitel
第４回 Peter Hacks: Armer Ritter : Zweites Kapitel
第５回 Peter Hacks: Armer Ritter : Zweites Kapitel
第６回 Peter Hacks: Armer Ritter : Drittes Kapitel
第７回 Peter Hacks: Armer Ritter : Drittes Kapitel
第８回 Peter Hacks: Armer Ritter : Viertes Kapitel
第９回 Peter Hacks: Armer Ritter : Viertes Kapitel
第１０回 Peter Hacks: Armer Ritter : Fünftes Kapitel
第１１回 Peter Hacks: Armer Ritter : Fünftes Kapitel
第１２回 モチーフ分析
第１３回 モチーフ分析
第１４回 まとめ
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
事前に指定した範囲は必ず予習してくること。事後、授業中指示した項目について各自調べ、次の授業で発表すること。
●評価方法
平常点40％試験60％
●受講生へのコメント
東独作家による現代メルヒェンを読みます。注も充実していますので、事前によく予習しておいて下さい。
●参考文献・教材
教材：ペーター・ハックス『かぶら城の騎士』朝日出版社、1996年

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏言語文化演習Ⅰ

LCDFD3301

授業コード

L234080010
単位数

Seminar in German Language and Culture Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

神竹 道士

2単位

●科目の主題
本演習では、中級レベルのドイツ語文法について詳しく論じます。ドイツ語のさまざまな資格試験にも対応できるよう
に、完全な演習形式をとります。
●到達目標
ドイツ語文法を単なる知識にとどまらせず、ピンポイントの集中学習によって徹底的にマスターすることが本演習の目標です。
●授業内容・授業計画
事前に教材プリント（問題集）を配布します。そのプリントを毎回２～３枚程度こなしていきます。
取り扱う文法事項は、以下の通りです。
第１回 従属接続詞：「時」を表す接続詞alsとwenn
第２回 従属接続詞：その他の「時」を表す接続詞
第３回 従属接続詞：「原因・理由」を表す接続詞
第４回 従属接続詞：「目的」を表す接続詞
第５回 従属接続詞：「結果」を表す接続詞
第６回 従属接続詞：「条件」を表す接続詞
第７回 従属接続詞：「譲歩・認容」を表す接続詞
第８回 関係文：定関係代名詞
第９回 関係文：不定関係代名詞
第１０回 関係文：関係副詞
第１１回 受動文：動作受動
第１２回 受動文：状態受動
第１３回 受動文：主語のない受動文
第１４回 文体
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
配布されたプリントの問題をよく読んで下調べをすること。
●評価方法
平常点（50％）と試験（50％）によって評価します。
●受講生へのコメント
事前の下調べを決して怠らないようにしてください。
辞書は必携です。
●参考文献・教材
独自の教材プリント（問題集）を配布します。
参考文献は授業中適宜指示します。

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏言語文化演習Ⅱ

LCDFD3302

授業コード

L234090010
単位数

Seminar in German Language and Culture Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

髙井 絹子

2単位

●科目の主題
フランツ・カフカの足跡を辿るテキストを読みます。
●到達目標
作品のバックグラウンドとなる歴史的社会的状況を押さえ、作品への理解を深めます。中級程度の読解力をつけます。
●授業内容・授業計画
テキストを精読します。
第 １ 回 導入
第 ２ 回 1.Prag im Strudel der Geschichte
第 ３ 回 1.Prag im Strudel der Geschichte
第 ４ 回 1.Prag im Strudel der Geschichte
第 ５ 回 2.Die Prager Juden
第 ６ 回 2.Die Prager Juden
第 ７ 回 2.Die Prager Juden
第 ８ 回 3.Beruf und Berufung
第 ９ 回 3.Beruf und Berufung
第１０回 3.Beruf und Berufung
第１１回 4.Im Schatten des Vaters
第１２回 4.Im Schatten des Vaters
第１３回 5.Auf der Suche nach der Identität
第１４回 5.Auf der Suche nach der Identität
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
事前に指定した範囲は必ず予習しておくこと。事後、授業中に指示した語彙や概念など調べること。
●評価方法
平常点40％、試験60％による総合評価。
●受講生へのコメント
中級程度のドイツ語テキストを読みますが、2回生時よりも分量が多くなります。よく予習してきてください。
●参考文献・教材
エグモント・ヘルメル『フランツ・カフカ ユダヤ人のプラハ』朝日出版社、1996年

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏言語文化演習Ⅲ

LCDFD3303

授業コード

L234100010
単位数

Seminar in German Language and Culture Ⅲ
授業形態

担当教員名

演習

長谷川 健一

2単位

●科目の主題
ドイツ語圏の文化に関するテクストを精読する。
●到達目標
（1）ドイツ語圏の文化に関するテクストを精読し、読解力を鍛えると同時に、（2）関連する諸テーマや作品が成立した時代背景に
ついて理解を深める。
●授業内容・授業計画
本授業では、グリム兄弟の北欧研究とゲルマン・イデオロギーの関係について考える。前半は、研究論文およびグリム
兄弟の注釈を参照しつつ、北欧神話と関係のあるメルヒェンを精読する。後半は、弟ヴィルヘルムの論文『古代ドイツ文
学の成立と北欧文学との関係について』(1808)の重要な箇所を読む。報告や発表内容の詳細については、授業中に説明す
る。
第1回 イントロダクション
第2回 グリム兄弟の北欧研究について
第3回 Brüder Grimm：Kinder- und Hausmärchen (1)と報告①
第4回 Brüder Grimm：Kinder- und Hausmärchen (2)と報告②
第5回 Brüder Grimm：Kinder- und Hausmärchen (3)と報告③
第6回 Brüder Grimm：Kinder- und Hausmärchen (4)と報告④
第7回 Brüder Grimm：Kinder- und Hausmärchen (5)と報告⑤
第8回 Brüder Grimm：Kinder- und Hausmärchen (6)と報告⑥
第9回 先行研究の検討と討論
第10回 W. Grimm『古代ドイツ文学の成立と北欧文学との関係について』①
第11回 W. Grimm『古代ドイツ文学の成立と北欧文学との関係について』②
第12回 W. Grimm『古代ドイツ文学の成立と北欧文学との関係について』③
第13回 W. Grimm『古代ドイツ文学の成立と北欧文学との関係について』④
第14回 受講生による発表と討論
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
指定された箇所を必ず予習して授業にのぞむこと。その際には、『独和大辞典』（小学館）、『大独和辞典』（博友社）
などの辞書も利用すること（学部生室に有）。また、音読の練習もしておくこと。予習・復習の際には、文法書の①から
④を用いて丹念に調べること。
●評価方法
平常点（35％：課題提出・発表・授業態度を含む）、レポート（35%）、試験（30%）から総合的に評価する。4回以上欠
席した者やレポートの未提出者は評価の対象としない。
●受講生へのコメント
授業中に紹介した参考文献を積極的に読むこと。
●参考文献・教材
・教科書：Brüder Grimm: Ausgewählte Kinder-und Hausmärchen. Stuttgart 2014.
・その他の主なテクスト・参考文献：Wilhelm Grimm: Über die Entstehung der altdeutschen Poesie und ihr Verhältnis zu der
nordischen. In: Kleinere Schriften I. Berlin 1881, S. 92-170.; Klaus von See: Deut Deutschen. Heidelberg 1994.
・文法書③については必ず購入し、毎回持参すること。文法書：①橋本文夫『詳解ドイツ大文法』三修社（2006年）、②桜井和市
『ドイツ広文典』第三書房（1968年）、③中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』白水社（2010）、④在間進
『リファレンス・ドイツ語』第三書房（2017）

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏言語文化特別演習
Special Seminar in German Language and

LCDFD3304

授業コード

L234110010
単位数

Culture

授業形態

担当教員名

演習

長谷川 健一

2単位

●科目の主題
ドイツ語圏の様々な伝説に関するテクストを精読する。
●到達目標
中級レベルのテクストを正確に読む力を養い、関連する諸テーマについての理解を深める。
●授業内容・授業計画
最初に短いテクストを用いて中級レベルの文法項目を確認した後、前半はドイツの伝説について書かれたテクスト、後
半はハインリヒ・ハイネ（Heinrich Heine 1797-1856）の『精霊物語』Elementargeister (1837)を精読する。受講生には各自
で選んだ伝説についての発表を求める。
第1回 イントロダクション
第2回 短いテクストを読む①
第3回 短いテクストを読む②
第4回 ドイツの伝説①
第5回 ドイツの伝説②
第6回 ドイツの伝説③
第7回 ドイツの伝説④
第8回 ドイツの伝説⑤
第9回 ハイネ『精霊物語』を読む①
第10回 ハイネ『精霊物語』を読む②
第11回 ハイネ『精霊物語』を読む③
第12回 ハイネ『精霊物語』を読む④
第13回 ハイネ『精霊物語』を読む⑤
第14回 受講生による発表と討論
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
指定された箇所を必ず予習して授業にのぞむこと。その際には、『独和大辞典』（小学館）、『大独和辞典』（博友社）
などの辞書も利用すること（学部生室に有）。また、音読の練習もしておくこと。予習・復習の際には、文法書の①から
④を用いて丹念に調べること。
●評価方法
平常点（35%：課題提出・発表・授業態度を含む）、レポート（35%）、試験（30%）から総合的に評価する。4回以上欠
席した者やレポートの未提出者は、評価の対象としない。
●受講生へのコメント
発表は、パワーポイントを使ったプレゼンテーションとなる。時間的な余裕を持って準備に取り組むこと。
●参考文献・教材
・教科書：Heinrich Heine: Elementargeister. Stuttgart 2013.
・文法書③については必ず購入し、毎回持参すること。文法書：①橋本文夫『詳解ドイツ大文法』三修社（2006）、②桜井和市『ド
イツ広文典』第三書房（1968）、③中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』白水社（2010）、④在間進『リフ
ァレンス・ドイツ語』第三書房（2017）。
・参考文献については、授業中に適宜、紹介する。

授業科目名

科目NO.

ドイツ語コミュニケーションⅠ

LCDFD3305

授業コード

L234120010
単位数

German CommunicationⅠ
授業形態

担当教員名

演習

Simon OERTLE

2単位

●科目の主題
Wir sprechen, hören, lesen und schreiben Deutsch in Alltagssituationen. Wir trainieren den Wortschatz und üben wichtige
Strukturen.
●到達目標
Unser Ziel ist die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit in Alltagssituationen. Wir lernen auch Unterschiede zwischen dem
Alltag in deutschsprachigen Ländern und dem in Japan kennen.
●授業内容・授業計画
Alltagsdeutsch auf dem Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens. Am meisten geübt werden Sprechen und Hören. Im
Zentrum steht die Erweiterung des Wortschatzes, doch manchmal werden auch grammatische Strukturen wiederholt.
第１回 Einführung. Thema Frühlingsferien
第２回 Verkehrsmittel
第３回 Verkehrsmittel und Unterkunft
第４回 Unterkunft
第５回 Reisen
第６回 Urlaubsziele
第７回 Aktivitäten im Urlaub
第８回 Vergleiche
第９回 Kultur erleben
第１０回 Partys
第１１回 Partyvorbereitungen
第１２回 Einladungen
第１３回 Einladungen und Wünsche
第１４回 Zusammenfassung
●事前・事後学習の内容
Hausaufgaben, selbstständige Wiederholung von Grammatikpunkten, Vokabellernen.
●評価方法
Aktive und regelmäßige Teilnahme am Unterricht sowie Hausaufgaben (ca. 25%). Tests und ev. kleine Präsentationen (ca. 75%).
●受講生へのコメント
In der ersten Stunde können Sie Themen wünschen. Vielleicht können wir Ihre Themen im Unterricht behandeln.
●参考文献・教材
Sie müssen kein Buch kaufen. Sie bekommen Kopien.

授業科目名

科目NO.

ドイツ語コミュニケーションⅡ

LCDFD3306

授業コード

L234130010
単位数

German CommunicationⅡ
授業形態

担当教員名

演習

Simon OERTLE

2単位

●科目の主題
Wir sprechen, hören, lesen und schreiben Deutsch in Alltagssituationen. Wir trainieren den Wortschatz und üben wichtige
Strukturen.
●到達目標
Unser Ziel ist die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit in Alltagssituationen. Wir lernen auch Unterschiede zwischen dem
Alltag in deutschsprachigen Ländern und in dem in Japan kennen.
●授業内容・授業計画
Alltagsdeutsch auf dem Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens. Am meisten geübt werden Sprechen und Hören. Im
Zentrum steht die Erweiterung des Wortschatzes, doch manchmal werden auch grammatische Strukturen wiederholt.
第１回 Wiederholung. Thema Sommerferien
第２回 Wegbeschreibung
第３回 Webgeschreibung
第４回 Wetter
第５回 Wetter
第６回 Kleidung. Einkaufen
第７回 Einkaufen
第８回 Auf der Polizei
第９回 Im Fundbüro
第１０回 Körperteile. Gesundheit
第１１回 Gesundheit und Krankheit
第１２回 Arzttermin
第１３回 Arzttermin
第１４回 Zusammenfassung
●事前・事後学習の内容
Hausaufgaben, selbstständige Wiederholung von Grammatikpunkten, Vokabellernen
●評価方法
Aktive und regelmäßige Teilnahme am Unterricht sowie Hausaufgaben (ca. 25%). Tests und ev. kleine Präsentationen (ca. 75%).
●受講生へのコメント
In der ersten Stunde können Sie Themen wünschen. Vielleicht können wir Ihre Themen im Unterricht behandeln.
●参考文献・教材
Sie müssen kein Buch kaufen. Sie bekommen Kopien.

授業科目名

科目NO.

ドイツ語圏ランデスクンデ

LCDFD3307

授業コード

L234140010
単位数

German Regional Studies
授業形態

担当教員名

演習

Simon OERTLE

2単位

●科目の主題
Die deutschsprachigen Länder heute. Sie lernen besonders die Schweiz und Unterschiede zwischen der Schweiz, Deutschland,
Österreich und Japan kennen.
●到達目標
Das Ziel ist, einen Einblick in die Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur der Schweiz, zu erhalten. Die einzelnen Themen
sollen gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden. Im zweiten Teil des Kurses soll ein selbst gewähltes Thema erarbeitet und pr
●授業内容・授業計画
Als Ausgleich zur üblichen Ausrichtung des Germanistikstudiums auf Deutschland steht mit der Schweiz ein anderes
deutschsprachiges Land im Zentrum dieses Unterrichts.
第１回 Einführung
第２回 Geografie, Bevölkerung und Sprachen
第３回 Politisches System
第４回 Wirtschaft
第５回 Schulsystem und Bildung
第６回 Literatur und Kunst
第７回 Musik
第８回 Religion, Feste und Brauchtum
第９回 Lebensformen: Wohnen, Familie, Freizeit
第１０回 Essen und Trinken
第１１回 Projektarbeit
第１２回 Projektarbeit
第１３回 Projektarbeit
第１４回 Präsentationen
第１５回 Zusammenfassung
●事前・事後学習の内容
Hausaufgaben, Vokabellernen, selbstständige Arbeit am Projekt.
●評価方法
Aktive und regelmäßige Teilnahme am Unterricht (ca. 30%). Test, Präsentation(en) (ca. 70%).
●受講生へのコメント
Spezielle Themenwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Deutsche Sprachkenntnisse sind bei diesem Kurs
Voraussetzung.
●参考文献・教材
Sie müssen kein Buch kaufen. Sie erhalten Kopien. Wir verwenden Materialien aus verschiedenen Medien (Bücher, Broschüren,
CDs, DVDs).

授業科目名

科目NO.

フランス語圏文学史

LCDFF2101

授業コード

L234150010
単位数

History of Francophone Literature
授業形態

担当教員名

講義

原野 葉子

2単位

●科目の主題
主要な作品の抜粋を時代順に読みながら、中世から現代にいたるフランス語圏文学史を概観する。
●到達目標
フランス文学の歴史と伝統について、全体的な流れをつかむ。具体的な作品の鑑賞を通じてフランスの社会と文化、思想、心性
への理解を深める。カリブ海、アフリカ、カナダ等におけるフランス語圏文学の多様な諸相に触れる。
●授業内容・授業計画
以下の内容に従って、作品鑑賞とレクチャーを行う。受講生には毎回、3名～5名規模のグループディスカッションへの
参加と、コメントシートの提出が求められる。
第１回 オリエンテーション；中世以前のフランス文学のかたち
第２回 中世：聖人伝、吟遊詩人、物語と演劇の発生
第３回 16世紀：ルネサンス
第４回 17世紀（1）：バロック
第５回 17世紀（2）：古典主義
第６回 18世紀（1）：啓蒙思想の展開
第７回 18世紀（2）：近代小説の黎明
第８回 19世紀（1）：ロマン主義
第９回 19世紀（2）：写実主義から自然主義へ
第１０回 19世紀（3）：近代詩の発展と象徴主義
第１１回 20世紀（1）：ベル・エポックの文学
第１２回 20世紀（2）：前衛の冒険と行動する作家たち
第１３回 20世紀（3）：第二次世界大戦後の文学
第１４回 世界のフランス語圏文学：クレオール文学を中心に
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
ゆたかな読書体験をもってもらいたいと思います。各自が興味を抱いた文学作品の鑑賞およびレポートの準備に、毎回
2時間程度をあててください。
●評価方法
平常点50％（出席、グループディスカッションへの参加度、コメントシート）およびレポート50％。
●受講生へのコメント
5回以上欠席すると単位認定の資格を失います。
講義の限られた時間内では、多種多様なフランス語圏文学のほんの一部しか紹介することができません。興味を持った
作品があればどんどん手に取って、「古典」と呼ばれるテクストのけっして色あせることのない輝きとゆたかさをぜひ、
存分に味わってみてください。みなさんの知的好奇心に期待しています。
●参考文献・教材
饗庭孝男ほか『新版 フランス文学史』（白水社）。その他は授業中に指示します。

授業科目名

科目NO.

フランス語圏文化論

LCDFF3201

授業コード

L234160010
単位数

Culture of Francophonie
授業形態

担当教員名

講義

白田 由樹

2単位

●科目の主題
大衆消費社会が出現し、フランスが「文化大国」として隆盛を極めた19世紀後半、とくに世紀末(Fin-de-siècle)やベル・
エポック(Belle Époque)と呼ばれる時代に焦点を当て、その文化的様相と背景をとらえ直す。
●到達目標
現在のフランスのイメージと結びつき、発信されている事物が文化的アイデンティティとして意識的に作り出されていった経緯を
知ることで、表面的・消費的なものにとどまらず、文化的事象についての問いを立て、考察する視点を培う。
●授業内容・授業計画
十九世後半から二十世紀初頭にかけてのフランスの政治や社会動向、技術の進化、ジャーナリズムや諸産業の発展とい
った多角的観点から、パリを中心とする当時の文化や芸術とその背景について概略的に講じる。
また学期の後半には、授業テーマに関連するトピックについて、受講生自身による（個人またはグループ）発表のセッ
ションを設け、互いの意見やコメントの交換を通じて、より深い理解や考察につなげていく。
第1回：はじめに――フランスのイメージ
第2回：オスマンの都市改造と「19世紀の首都」パリ
第3回：ジャーナリズムの発展と文学
第4回：偶像（アイコン）としての有名人①作家・政治家
第5回：写真の発明と普及
第6回：偶像（アイコン）としての有名人②俳優～ココット
第7回：スペクタクル産業の隆盛（劇場・キャバレー・映画）
第8回：パリ万博
第9回：モード産業の発展とスタイルの変遷
第10回：装飾芸術とアール･ヌーヴォー
第11回：交通網の発達とレジャー／美食と料理
第12回：ドレフュス事件と反ユダヤ主義
第13回：オリエンタリズムと植民地主義
第14回：文学・芸術・文化への視座
●事前・事後学習の内容
前回までの講義内容につき復習しておくこと。また、発表のセッションではハンドアウトやパワーポイントをふくめ、
十分な準備をおこなうこと。
●評価方法
毎回の設問カード提出（50％）、発表と討議への参加（20％）、期末テスト（30％）による。
なお、理由のない欠席や大幅遅刻が5回以上あった場合は、評価の対象外とする。
●受講生へのコメント
フランスという国に関して我々が抱くイメージ（芸術、美食、ファッションの国etc.）の由来を探る中で、単なる憧れ
や通説に流されず、その虚実を見つめ直すことを意識してほしい。
●参考文献・教材
プリント配布。参考文献については授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCDFF3202

フランス語学概論

授業コード

L234170010
単位数

Introduction to Francophone Linguistics
授業形態

担当教員名

講義

福島 祥行

2単位

●科目の主題
いうまでもなく、言語の歴史は人間社会の歴史である。この科目では、「フランス語」――なにが「フランス語」かは、
講義のなかであきらかになるであろう――を通時的・共時的にながめることにより、フランス語とフランス語圏、そして
われわれ人類についての、社会、歴史、存在（ありかた）について思弁する。
●到達目標
人類の言語とフランス語およびフランス語圏の歴史、およびフランス語そのものについて考察をほどこすことにより、人類、言語、
国家について多面的に考察する態度を涵養する。
●授業内容・授業計画
フランス語を通時的にながめるなかで、人類、言語、国家について話しあい、かんがえ、あらたな知識を創発すること
をめざす。
第1回 ：人類と言語の誕生
第2回 ：人類と言語と文字の系統
第3回 ：インド・ヨーロッパ語族と比較言語学
第4回 ：古代ローマとラテン語
第5回 ：ケルト人とガリア魂
第6回 ：ゲルマン民族大移動とフランスの成立
第7回 ：ラテン語から古フランス語へ
第8回 ：ノルマンディ侵攻と英語への影響
第9回 ：ルネサンスと「国語」の誕生
第10回 ：アカデミー・フランセーズと理性の文法
第11回 ：啓蒙主義と普遍論、ロマン主義と起源論
第12回 ：教育の成立と小説の誕生
第13回 ：英語の擡頭と仏語の防衛
第14回 ：若者語と言語の変化とふりかえりとまとめ
●事前・事後学習の内容
事前に前回の学習内容のノートを読み返すこと、および、事後のふりかえり等により、1回の授業あたり2時間の自習時
間をとること。
●評価方法
ほぼ毎回おこなわれるグループワークと、ポートフォリオによるふりかえり、および自己評価。
●受講生へのコメント
フランス語履修者でなくても受講可能であるが、受講者には、言語と人間と世界＝社会にかんする真摯な洞察がもとめ
られる。
また「フランス語」ひとつをとりあげても、さまざまなことを論ずることが可能であるという「学問の豊穣さ」も感じ
てほしい。
なお、缺席については、理由の有無にかかわらず（寝坊だろうと就活だろうと。ただし、感染症による登校禁止を除く）、
初回以外の13回中5回以上缺席した受講生については評価の対象としないので注意されたい（病缺などは、かならず証拠
を添えて申告すること）。
また、毎回書いてもらったポートフォリオは、最終回で必要となるので、かならず保管すること
●参考文献・教材
■参考文献
森本英夫『フランス語の社会学』（駿河台出版社）
Ｐ．リカード『フランス語史を学ぶ人のために』（世界思想社）
島岡茂『古フランス語文法』（大学書林）
島岡茂『フランス語の歴史』（大学書林）
島岡茂『フランス語の背景』（大学書林）
島岡茂『続・フランス文法の背景』（大学書林）
亀井・河野・千野編『言語学大辞典』（三省堂）
柴田・樺山・福井編『フランス史』（山川出版社）
朝倉季雄『新フランス文法事典』（白水社）
朝倉季雄『フランス文法集成』（白水社）
大橋保夫・他『フランス語とはどういう言語か（駿河台出版社）

佐藤・大木・佐藤『詳解フランス文典』（駿河台出版社）
島岡茂『英仏比較文法』（大学書林）
島岡茂『仏独比較文法』（大学書林）
島岡茂『フランス語統辞論』（大学書林）
東京外国語大学グループ〈セメイオン〉『フランス語学の諸問題』（三修社）
東京外国語大学グループ〈セメイオン〉『フランス語を考える』（三修社）
東京外国語大学グループ〈セメイオン〉『フランス語学の諸問題2』（三修社）

授業科目名

科目NO.

フランス語圏言語文化基礎演習Ⅰ
Proseminar in Francophone Language and Culture Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

白田 由樹

LCDFF3203

授業コード

L234180010
単位数

2単位

●科目の主題
2016年に改正されたフランスの地方行政区分に沿って、各地方や町の自然・文化や史跡を紹介するフランス語のテクス
トを講読し、パリだけではないフランスの地方ごとの特色について学ぶ。
●到達目標
フランス語の初級から中級の橋渡しとなるレベルの、まとまった長さの文章を読解する力をつけるとともに、発音や語彙などの向
上を目指す。また、パリ以外の地方（フランス本土および海外県）について知ることで、フランス文化に対する理解と視野を広げる。
●授業内容・授業計画
フランスの地方について書かれたテクストの講読とともに、ガイドブックやインターネットなども用いながら、フラン
スの地方や町、自然やモニュメント等についてより具体的な情報に触れ、理解を広げていく。
また、ある程度学習が進んだ段階で、受講者がテクストの内容とその周辺情報を解説する個人またはグループでの発表
セッションを設け、フランス語文の読解や背景知識の不明な部分を自ら解決し、他者に説明することを通じて、より理解
を深めていく。
第１回 Introduction: Histoire des régions de France
第２回 La Bretagne
第３回 La Normandie
第４回 Les Haut-de-France
第５回 Le Grand-Est
第６回 La Bregorgne-Franche-Compté
第７回 L'Auvergne-Rhône-Alpes
第８回 PACA et La Corse
第９回 L'Occitanie
第１０回 La Nouvelle Aquitaine
第１１回 Les Pays de la Loire
第１２回 Le Centre-Val de Loire
第１３回 Les DROM
第１４回 Paris et l'Île de France
第１５回 レポート・総括
●事前・事後学習の内容
受講者は毎回の授業につき、標準1時間半から2時間程度の予習時間をとって、テクストの下読み（予習）と固有名詞な
どについての下調べをしてくること。
●評価方法
平常点（毎回の授業参加、予習や宿題、発表）80％、レポート20％で成績をつける。なお、事情のない欠席や大幅な遅
刻が5回以上あった者については、評価の対象としない。
●受講生へのコメント
フランス文化の半分はパリにあると言われますが、のこり半分の地方について知らなければ、その豊かな風土の全体像
を見ることはできません。語学力のトレーニングとともに、フランスの未知の側面について探っていきましょう。
●参考文献・教材
ファビエンヌ ギユマン 『フランス地方を巡る旅』（駿河台出版）

授業科目名

科目NO.

フランス語圏言語文化基礎演習Ⅱ
Proseminar in Francophone Language and Culture Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

原野 葉子

LCDFF3204

授業コード

L234190010
単位数

2単位

●科目の主題
20世紀フランスを代表する詩人、ジャック・プレヴェールの『おりこうでない子供たちのための8つのおはなし』Contes
pour enfants pas sages（2007；1963年刊行のHistoiresからの抜粋）および詩集『パロール』Paroles(1946)をフランス語で読
む。彼が作詞を手掛けたシャンソンや映画『天井桟敷の子供たち』Les enfants du paradis(1945)も鑑賞しつつ、様々な角度
からプレヴェールの詩的言語の美しさに触れる。
●到達目標
平易なフランス語で書かれたプレヴェールの物語と詩の多読を通じて、作品を原文で、かつ独力で読み通せるようになるための
基礎的なフランス語力を養う。
シュルレアリストとして出発しながらも平明な言葉遣いで庶民の暮らしを歌い、脚本家としても目覚ましい活躍を遂げ、やがて国民
的詩人となってゆく作家の歩みをたどりながら、戦中から戦後にかけてのヨーロッパの社会的・文化的背景を学ぶ。
フランスの高等教育現場で教えられているフランス詩の解釈法を学び、自分なりの作品分析にチャレンジする。
●授業内容・授業計画
初回はプレヴェールの生涯と、彼が生きた時代のフランス文学・文化の動向について概略的に学ぶ。
2回目以降は学生による訳読を中心に、ディスカッション形式で進めてゆく。
第１回 オリエンテーション：プレヴェールとその時代
第２回 訳読と討議①
第３回 訳読と討議②
第４回 訳読と討議③
第５回 訳読と討議④
第６回 訳読と討議⑤
第７回 訳読と討議⑥
第８回 訳読と討議⑦
第９回 訳読と討議⑧
第１０回 訳読と討議⑨
第１１回 訳読と討議⑩
第１２回 訳読と討議⑪
第１３回 訳読と討議⑫
第１４回 訳読と討議⑬
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
フランス語学習において、日々の地道な努力は必ず実を結びます。（できれば紙の）辞書を最大限に活用して綿密な予
習・復習を行いましょう（毎回2時間程度）。
●評価方法
平常点（出席、授業への参加度）。
●受講生へのコメント
輪読形式で、しかも多くのテクストをどんどん読みすすめていきますので、必ず予習をしてきてください。重要なのは、
まずしっかり辞書を引くこと、そしてフランス語の文法的な枠組みを正確につかまえたうえで訳文を組み立てることで
す。ざっくばらんに話し合いながら、原文ならではの面白さを一緒に味わっていきましょう。
●参考文献・教材
授業中に指示します。

授業科目名

科目NO.

フランス語圏言語文化演習Ⅰ
Seminar in Francophone Language and Culture Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

福島 祥行

LCDFF3301

授業コード

L234200010
単位数

2単位

●科目の主題
言語学という学問領域のあれこれを、フランス語を素材として学ぶとともに、フランス語そのものを深く考察するため
のアイテムを身につける。授業は教場につどうすべてのひとびとのあいだの協働と対話によってすすめられる。
●到達目標
授業をとおして、フランス語および言語そのもの、ひいては人間存在へのまなざしを涵養する。
●授業内容・授業計画
今年度もなお、「記号」と「コミュニケーション」の問題について思弁する。われわれのコミュニケーション活動を分
析すると、そこにはあまたのことが見過ごされ、誤解されてきたことがあきらかになる。この授業では、這般の消息をた
ずねることで、あたらしい知識の創発をめざす。なお、授業はグループワークによって進められる。
第1回：記号とはなにか
第2回：コミュニケーションとはなにか
第3回：コード・モデル
第4回：発話の多層性と言語行為論
第5回：会話の協調原理と関連性理論
第6回：推論モデル
第7回：ふたつの独我論
第8回：私的言語と感覚日記
第9回：ヴィトゲンシュタインの「意味」
第10回：プロトタイプとアフォーダンス
第11回：知覚の社会性とエスノメソドロジー
第12回：「意図」の不在
第13回：相互行為モデル
第14回：「弱いロボット」の思想とコミュニケーション＆ふりかえりとまとめ
●事前・事後学習の内容
事前に前回の学習内容のノートを読み返すこと、および、事後のふりかえり等により、1回の授業あたり2時間の自習時
間をとること。
●評価方法
ポートフォリオによるふりかえり、および自己評価・相互評価。
●受講生へのコメント
われわれは「コミュニケーション」は「記号」の「伝達」であるとかんがへがちであるが、これらのキーワードについ
て厳密に考察したけっかではない。そして、「コミュニケーション」をめぐる言説のおおくは、そこをつきつめてかんが
えていないがために、頓珍漢な方向へと彷徨している。受講生諸君は、教場における他者との「コミュニケーション」裡
につきつめていただきたい。
●参考文献・教材
ウンベルト・エコ『記号論入門』而立書房
西阪仰『相互行為分析という視点――文化と心の社会学的記述』金子書房
好井裕明・西阪仰・山田富秋編『会話分析への招待』世界思想社
前田泰樹・水川喜文・岡田光弘編『エスノメソドロジー』新曜社
鈴木聡志『会話分析・ディスコース分析』新曜社
木村大治・高梨克也・中村美知夫編集『インタラクションの境界と接続』昭和堂
岡田美智男『弱いロボット』医学書院
岡田美智男『〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション』講談社現代新書
ダニエル・デネット『スウィート・ドリームスウィート・ドリームズ』NTT出版
マイケル・ガザニガ『〈わたし〉はどこにあるのか』
紀伊國屋書店
定延利之『コミュニケーションへの言語的接近』ひつじ書房
ゲルオグ・ノルトフ『脳はいかに意識をつくるのか』白揚社
その他、授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

フランス語圏言語文化演習Ⅱ
Seminar in Francophone Language and Culture Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

原野 葉子

LCDFF3302

授業コード

L234210010
単位数

2単位

●科目の主題
アントワーヌ・ド・サン⁼テグジュペリの童話『星の王子さま』Le Petit Prince (1943)をフランス語で読む。
●到達目標
世界的ベストセラーとなった本作にはすでに多くの邦訳が存在する。フランス語の正確な読解力を鍛えつつ、授業を通じて自分
だけのオリジナルな翻訳を創りあげることを目標とする。同時に、この「大人向けの童話」にこめられた人間主義的な思索の深さに
触れる。
両大戦間期から第二次世界大戦下のフランスにおける「闘う作家たち」の系譜を理解し、当時の歴史的・政治的・文化的状況
についての基本的な知識を獲得する。
テクスト解釈の実際を学び、卒論執筆に必要な発想と分析の基礎力を養う。
●授業内容・授業計画
初回はサン⁼テグジュペリに関する基本的な情報を学ぶ。2回目以降は学生による訳読を中心に、ディスカッション形式
で進めてゆく。
第１回 オリエンテーション：サン⁼テグジュペリとその時代
第２回 訳読と討議①
第３回 訳読と討議②
第４回 訳読と討議③
第５回 訳読と討議④
第６回 訳読と討議⑤
第７回 訳読と討議⑥
第８回 訳読と討議⑦
第９回 訳読と討議⑧
第１０回 訳読と討議⑨
第１１回 訳読と討議⑩
第１２回 訳読と討議⑪
第１３回 訳読と討議⑫
第１４回 訳読と討議⑬
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
丁寧な予習・復習がフランス語上達への近道です。毎回2時間程度をあててください。
●評価方法
平常点（出席、授業への参加度）。
●受講生へのコメント
学生による訳読では、仏文和訳に加えて、文法的な解説およびテクスト解釈についての意見が求められます。必ず予習
をしてきてください。
●参考文献・教材
授業中に指示します。

授業科目名

科目NO.

フランス語圏言語文化演習Ⅲ
Seminar in Francophone Language and Culture Ⅲ
授業形態

担当教員名

演習

白田 由樹

LCDFF3303

授業コード

L234220010
単位数

2単位

●科目の主題
フランスを象徴する文化的アイコン（美食、ファッション、モニュメント）について書かれたテクスト、 Clés pour la
Franceを講読しながら、それらのイメージが生成され、一種のステレオタイプとして受容される側面についても目を向け
ていく。
●到達目標
フランス語のA2～B1レベルのテクストを自然に読みこなす力をつけながら、語彙や発音のさらなる向上を目指す。また、フランス
のアイコンとされる事物や人物について知ることを通じて、文化の生成に関するより広い視点を身につける。
●授業内容・授業計画
Denis C. MeyerのClés pour la France et 80 îcones culturellesを元に編纂された教材を用い、以下の文化的トピックについ
てフランス語テクストを講読するとともに、その背景知識をつけていく。
第１回 Le Petit Prince
第２回 Vache kiri
第３回 Café et croissant
第４回 Le pôle imploi
第５回 Grandes écoles
第６回 Chiens et chats
第７回 Satutations
第８回 Le Coq
第９回 Coco Chanel
第10回 Mai 68
第11回 Serges Gainsebourg
第12回 Simone de Bauvoir
第13回 Victor Hugo
第14回 Impressioniste
第15回 レポート・総括
●事前・事後学習の内容
受講者は毎回の授業につき標準1時間半から2時間程度の予習時間をとり、テクストの下読み（予習）と固有名詞などに
ついて十分な下調べをしてくること。
●評価方法
平常点（毎回の授業参加、予習や宿題、発表）80％、レポート20％で成績をつける。なお、事情のない欠席や大幅な遅
刻が5回以上あった者については、評価の対象としない。
●受講生へのコメント
卒業論文の段階では翻訳のないフランス語テクストを自力で読む調査も必要になってきます。自分の関心のあることに
ついてはとくに、基本的な語彙と周辺知識を実につけながら、専門としての力をつけていきましょう。
●参考文献・教材
Denis C. Meyer（著）、北村卓（編著）『Clés pour la France en 15 icônes culturellesフランスを読み解く鍵』第１巻（アシェット・ジャ
ポン）

授業科目名

科目NO.

フランス語圏言語文化特別演習
Special Seminar in Francophone Language and Culture
授業形態

担当教員名

演習

福島 祥行

LCDFF3304

授業コード

L234230010
単位数

2単位

●科目の主題
卒業論文執筆にむけたプレ演習として、論文に関する内容・形式面の諸注意、発想法、テーマ設定、文献蒐集、分析理
論などについて学ぶことで、自律的に論文を執筆する環境をつくりあげる。
●到達目標
発想法、テーマ設定、文献蒐集、分析理論の学習と対話をとおして、フランス語圏学分野における論文執筆の力を身につける。
●授業内容・授業計画
主として、受講者各人がフランス語圏学の分野において設定したテーマにもとづき、論文執筆のためのワークショップ
をおこなう。主として受講者による発表と、受講者間のディスカッションによって進行してゆく。そのさい、発表会の司
会は受講生が回り持ちでおこなう。また、他の受講生は、発表者にたいするコメントシート（good & more）を書くことを
求められる。
第1回：論文とはどのようなものか、ブレーンストーミング、マインドマップ、KJ法、アクションラーニングなどにつ
いて、順番決定
第2回：受講生による発表①とコメントと論文をよむ
第3回：受講生による発表②とコメントと論理をくみたてる
第4回：受講生による発表③とコメントと文をつなぐ、書く
第5回：受講生による発表④とコメントと検索する
第6回：受講生による発表⑤とコメントとリサーチクエッションとは
第7回：受講生による発表⑥とコメントと先行研究とは
第8回：受講生による発表⑦とコメントと命題とは
第9回：受講生による発表⑧とコメントとデータとは
第10回：受講生による発表⑨とコメントと言説分析とは
第11回：受講生による発表⑩とコメントと参考文献表と引用とは
第12回：受講生による発表⑪とコメントと質的研究とは
第13回：受講生による発表⑫とコメントとフランスのデータを調べるには
第14回：ふりかえりとまとめ
●事前・事後学習の内容
事前に前回の学習内容のノートを読み返すこと、および、事後のふりかえり等により、1回の授業あたり2時間の自習時
間をとること。
●評価方法
出席と発表内容をまとめたレポート。
●受講生へのコメント
フランス語圏領域以外に属する学生が受講したばあいは、テーマの選定をフランス語圏学に限定しない。また、ここで
選択したテーマは、あくまで「論文執筆法」を学ぶための仮のものであり、じっさいの執筆時のテーマを拘束するもので
はない。
なお、発表者と対話することは、論文についてかんがえることの重要な要素をなすので、出席も重視する。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCDFF3305

フランス語コミュニケーションⅠ
French CommunicationⅠ
授業形態

担当教員名

演習

Laurent BAREILLE

授業コード

L234240010
単位数

2単位

●科目の主題
Aux travers de différents thèmes de la vie française, d’abord usuels puis dans un deuxième temps culturels, nous souhaitons
amener l’apprenant à pouvoir s’exprimer et à échanger avec l’enseignant.
●到達目標
Les objectifs sont communicatifs et linguistiques. Nous travaillerons les compétences d’expression et de compréhension orales
et écrites.
●授業内容・授業計画
Chacune des 3 leçons des dossiers est basée sur un média déclencheur différent (vidéo, écrit ou audio) et guide l’apprenant dans
une découverte de la langue et une construction progressive du sens.
第１回 Dire quel sport on pratique
第２回 Donner des conseils
第３回 Exprimer le but
第４回 Expliquer une décision
第５回 Exprimer la fréquence. Caractériser un logement
第６回 Indiquer un itinéraire
第７回 Comprendre une annonce d’appartement
第８回 Comparer des appartements
第９回 Décrire une situation dans le passé
第１０回 Faire une description
第１１回 Situer dans le temps, Indiquer la chronologie
第１２回 Raconter un changement de vie
第１３回 Exprimer ses goûts
第１４回 Présenter un problème et donner des solutions
第１５回 Donner une opinion
●事前・事後学習の内容
Révision de la leçon. Devoirs écrits
●評価方法
Contrôle continu, présence et participation
●受講生へのコメント
Participation orale active nécessaire. Apprentissage du vocabulaire de base indispensable.
●参考文献・教材
Totem2 A2 de Marie-José Lopes et Jean-Thierry Le Bougnec, Hachette.

授業科目名

科目NO.

LCDFF3306

フランス語コミュニケーションⅡ
French CommunicationⅡ
授業形態

担当教員名

演習

Laurent BAREILLE

授業コード

L234250010
単位数

2単位

●科目の主題
Aux travers de différents thèmes de la vie française, d’abord usuels puis dans un deuxième temps culturels, nous souhaitons
amener l’apprenant à pouvoir s’exprimer et à échanger avec l’enseignant.
●到達目標
Les objectifs sont communicatifs et linguistiques. Nous travaillerons les compétences d’expression et de compréhension orales
et écrites.
●授業内容・授業計画
Chacune des 3 leçons des dossiers est basée sur un média déclencheur différent (vidéo, écrit ou audio) et guide l’apprenant dans
une découverte de la langue et une construction progressive du sens.
第１回 Caractériser un lieu
第２回 Décrire un cadre de vie
第３回 Parler d’un ensemble de personnes
第４回 Organiser son discours
第５回 Poser des questions sur un objet, Désigner un objet
第６回 Dire la matière
第７回 Comprendre une publicité
第８回 Vanter les qualités d’un objet
第９回 Comprendre un tract, Revendiquer
第１０回 Faire une description
第１１回 Donner des conseils
第１２回 Exprimer des certitudes
第１３回 Exprimer des souhaits
第１４回 Annoncer une nouvelle (bonne ou mauvaise)
第１５回 Parler du futur
●事前・事後学習の内容
Révision de la leçonDevoirs écrits
●評価方法
Contrôle continu, présence et participation
●受講生へのコメント
Participation orale active nécessaire. Apprentissage du vocabulaire de base indispensable.
●参考文献・教材
Totem2 A2 de Marie-José Lopes et Jean-Thierry Le Bougnec, Hachette.

授業科目名

科目NO.

エチュード・フランコフォーヌ

LCDFF3205

授業コード

L234260010
単位数

Etudes Francophones
授業形態

担当教員名

講義

岩本 和子

2単位

●科目の主題
ベルギーの文化と芸術
●到達目標
文化的多様性やマイノリティ文化への理解を深めるために、フランコフォニー（フランス語圏）の一つとしてベルギーを対象とし、
歴史社会的背景と芸術文化の形成について学び理解する。
●授業内容・授業計画
EU の中心であり、多言語・多文化国家であるベルギー。その多様性・多層性を、芸術作品（言語芸術や視覚芸術など）
を通して紹介し、文化の交錯や共存について考える糸口としたい。第1回はイントロダクション、第2～7回は都市とその
「物語＝記憶」、第8～14回は様々な芸術ジャンルの「現在」をテーマとする。
第1回 ベルギーの成り立ち、多言語・多文化状況
第2回 ブリュッセル ：独立革命と王立モネ劇場
第3回 コルトレイク ：黄金拍車の戦いと「フラーンデレンの獅子」
第4回 ダム ：スペイン支配と「ウーレンシュピーゲル伝説」
第5回 アントウェルペン ：「フランダースの犬」の舞台
第６回 ブルッヘ ：世紀末象徴主義と「死都ブリュージュ」
第７回 ヘント ：メーテルランク「青い鳥」
第８回 アール・ヌーヴォー ：建築とその名残り
第９回 シュルレアリスム ：文化戦略としてのマグリット
第10回 小説 ：ジャン＝フィリップ・トゥーサンと日本
第11回 小説 ：アメリー・ノートンと日本
第12回 映画 ：ダルデンヌ兄弟など
第13回 マンガ（BD) ：「タンタン」や風刺画など
第14回 移民の文化 ：移民芸術家の活躍、「ベルギー文化」とは？
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
授業１週間前に、次回の講義に関する資料（テキスト）を配布する。必ず事前に読んで内容を把握しコメントを用意し
てくること。授業の最後に講義内容についてのコメントや質問を書いて提出してもらい、次回の初めにそれについて討論
する。
●評価方法
学年末試験 70％
出席点（授業中のアンケートや提出物など） 30％
●受講生へのコメント
英語圏やフランスなどの大国だけでなく、周縁文化にも目を向け、多角的な視点を持つようにしてください。チョコや
ワッフルだけでないベルギーの深くて多様で示唆に富んだ文化・芸術に興味を持ってもらえると嬉しいです。質疑応答で
積極的に参加してください。
●参考文献・教材
資料の配布と参考文献の紹介を、授業中に行います。補助資料や映像なども使い、言語や文化、芸術作品にできるだけ直接触
れてもらえるようにします。

授業科目名

科目NO.

ヨーロッパ言語文化特講

LCDFX3203

授業コード

L234270010
単位数

Special Lecture on European Languages and Culture
授業形態

担当教員名

講義

田島 昭洋

2単位

●科目の主題
18世紀後半～19世紀前半の都市ウィーンにおけるドイツ語音楽芸術を手がかりとして、ヨーロッパ言語文化の一端に触
れる。ウィーンは音楽の都として知られるが、それは、貴族社会から市民社会への過渡期の都市文化を反映した「ウィー
ン古典派」（ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン）とシューベルトの活動によるところが大きい。中でもモーツァ
ルトのオペラとシューベルトのリート（歌曲）に大きな言語文化的進展が認められるため、それらを中心にドイツ語音楽
芸術をたどっていく。
●到達目標
「ウィーン古典派」(ここでは主としてモーツァルト）とシューベルトの言語芸術をとおして都市ウィーンの貴族社会および市民社会
と結びついたそれぞれの特質を理解し、それらが果たした文化的役割をとらえるとともに、言語文化的視野を広げることを目標とす
る。
●授業内容・授業計画
第1回 18世紀後半までの都市ウィーンの社会的状況と音楽文化のあらまし
第2回 『後宮からの誘拐』―モーツァルトと貴族社会、「ウィーン古典派」の形成
第3回 『フィガロの結婚』と『ドン・ジョヴァンニ』―イタリア様式とそこからの脱却
第4回 『魔笛』（１）：モーツァルトと市民社会
第5回 『魔笛』（２）：「ウィーン古典派」の総合的性格
第6回 『魔弾の射手』（１）：ウェーバーとモーツァルト
第7回 『魔弾の射手』（２）：ドイツ・オペラの出発
第8回 民謡と芸術歌謡（１）：「リート」とは何か？
第9回 民謡と芸術歌謡（２）：ゲーテとシューベルトによる『野ばら』と『魔王』
第10回 シューベルトと市民社会―「シューベルティアーデ」の仲間たち
第11回 ドイツ遍歴職人との関わり（１）：『美しき水車小屋の娘』
第12回 ドイツ遍歴職人との関わり（２）：『冬の旅』
第13回 シューベルトの苦闘―「ウィーン古典派」を目指して
第14回 都市の象徴としての「ウィーン古典派」とシューベルト
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：次回の講義に関するポイントを担当者が挙げておくので、自分なりに調べてみること。
事後学習：授業後は、学習内容の理解を深めるため、講義中に配布または指示された資料を読み返し、復習しておくこ
と。
●評価方法
定期試験（４５％）、出席状況・受講態度（２５％）、レポート（３０％）
●受講生へのコメント
本講義はドイツ語圏文化に関してのものだが、ドイツ語を履修していない学生も履修可能である（配布資料には日本語
訳を付けるなどする）。紹介した作品に実際に触れてほしい。とりわけ音楽文化に関心のある学生の真摯で真面目な受講
を求めたい。
●参考文献・教材
授業中に資料を配付する。参考文献は適宜指示・紹介する。

授業科目名

科目NO.

言語学基礎論

LCLNG2101

授業コード

L235010010
単位数

Introduction to Linguistics
授業形態

担当教員名

講義

山崎 雅人

2単位

●科目の主題
本講義は、初めてこの学問に接する人が、多岐に渡る言語学の知識を取得することで、その知的な面白さを感じ取れる
ように、言語学を構成するさまざまな分野を理解することを主題とする。
●到達目標
受講生が言語学の基本概念に関する知識を習得することを到達目標とする。
●授業内容・授業計画
テキストは、受講生の知識を確認しながら理解が深まるように工夫された自作教材を用いる。すなわち、受講者は与え
られた課題への自分の考えをまず罫線紙に書き、のちに解説を聞くことで自分の考えの当否を確認しながら知識を獲得
してゆく。
第１回 言語学への招待 その1
第２回 言語学への招待 その2
第３回 構造について その1
第４回 構造について その2
第５回 研究方法について その1
第６回 研究方法について その2
第７回 比較言語学 その1
第８回 比較言語学 その2
第９回 類型論 その1
第１０回 類型論 その2
第１１回 記号論
第１２回 社会言語学
第１３回 心理言語学
第１４回 応用言語学
第１５回 言語哲学と文学
●事前・事後学習の内容
事前学習としては、各回のテーマに関する補助テキストを、授業に先立って配布するので、それを予習として読む中で
疑問に思った箇所を記載した用紙を提出する。事後学習としては、授業で触れたことがらを題材とする宿題を出すので、
それに対する解答を準備して次の授業で提出する。
●評価方法
受講生は、授業中の課題や指名に対して各自で考えて応答するとともに、宿題としての課題への解答を提出する。さら
に、その日の講義内容に関して、「興味が持てたこと」と「理解ができなかったこと」（講義に関する要望も可）をまと
めることで復習とする。こうした毎回の作業をきちんとこなすことと、規定以上の出席回数を満たすことに基づいて、成
績評価を行う。
●受講生へのコメント
我々が日々関わり囲まれている「言葉の世界」には、少し見方を変えることで得られる「小さな発見」がたくさん潜ん
でいる。言葉は、自分自身の一部であるとともに、他者とつながる架け橋でもある。上に述べた「発見」は、自分とは何
者か、自分が接する社会とはどのような存在か、という問題に何かしらの手がかりを与えてくれると思う。進んで言葉の
世界へ赴き、探求の旅を楽しんでもらいたい。
●参考文献・教材
テキストは教員が準備して各回の授業に先立って配布する。参考文献は適宜教室で指示するが、以前にこの講義で用いた以下
の本は有用と考える。
・町田健著『町田健のたのしい言語学』2004年、ソフトバンクパブリッシング
・佐久間淳一、加藤重広、町田健著『言語学入門：これから始める人のための入門書』2004年、研究社
・星浩司著『言語学への扉』2006年、慶應義塾大学出版会
・佐久間淳一著『はじめてみよう言語学』2007年、研究社
・大津由紀雄編著『はじめて学ぶ言語学－ことばの世界をさぐる17章』2009年、ミネルヴァ書房
・大津由紀雄編、池上嘉彦著『ことばワークショップ―言語を再発見する』2011年、開拓社
・東京大学言語情報科学専攻編『言語科学の世界へ―ことばの不思議を体験する45題』2011年、東京大学出版会
・西原哲雄著『言語学入門』2012年、朝倉書店
・佐久間淳一著『フシギなくらい見えてくる! 本当にわかる言語学』2013年、日本実業出版社
・小泉政利編著『ここから始める言語学プラス統計分析 (クロスセクショナル統計シリーズ)』2016年、共立出版

授業科目名

科目NO.

言語応用論

LCLNG3201

授業コード

L235020010
単位数

Linguistics Applied
授業形態

担当教員名

演習

井狩 幸男

2単位

●科目の主題
心理言語学、神経言語学、応用言語学、発達心理学の諸分野から得られる知見を基に、子どもの認知と言語の発達につ
いて考察することを目的とする。
●到達目標
主な目標は、次の2つである。
(1) 子どもの認知と言語の発達を多面的に捉える。
(2) 得られた知見を子どもの言語獲得データの分析に応用する。
●授業内容・授業計画
子どもの認知と言語の発達を扱ったテキストを熟読する。
担当箇所の要旨をまとめ、発表する。
第１回 授業の説明
第２回 認知と言語の発達に関する展望
第３回 早期のカテゴリー表象と概念(1)
第４回 早期のカテゴリー表象と概念(2)
第５回 初期の語彙(1)
第６回 初期の語彙(2)
第７回 脳と認知の発達(1)
第８回 脳と認知の発達(2)
第９回 子どもの文法理解の発達(1)
第１０回 子どもの文法理解の発達(2)
第１１回 小児期における実行機能：発達と障害
第１２回 心の理解
第１３回 数学的・科学的思考
第１４回 学習と認知発達における社会認知的見解
第１５回 授業のまとめ
●事前・事後学習の内容
事前に、受講生は講義で扱う箇所の予習、担当者は発表の準備を行う。事後に、受講生は発表箇所の理解度チェック、
担当者は発表後のフィードバックを行う。
●評価方法
発表準備、発表内容、授業への取り組み、最終課題を総合的に評価する。
●受講生へのコメント
言語発達過程で観察される様々な現象について、認知発達との関連で深く考察する態度が身につけられるように心掛け
る。
●参考文献・教材
ジョン・オーツ他 (2010) 『子どもの認知と言語はどう発達するか』 松柏社

授業科目名

科目NO.

言語比較論

LCLNG3202

授業コード

L235030010
単位数

Comparative Analysis of Language
授業形態

担当教員名

講義

山崎 雅人

2単位

●科目の主題
世界のさまざまな言語を比べる手段として、比較言語学、対照言語学、言語類型論の三つの方法を取り上げ、それぞれ
の特徴を考えることで、人間言語の多様性と共通性について考察する。
●到達目標
受講生が、さまざまな言語資料を統一的な研究方法で扱った論考を通して、「多様さの中の共通原理」を具体的に理解できるこ
とを目標とする。
●授業内容・授業計画
テキストはそれぞれの研究方法を主軸とした論考を指定する。受講生はそれをあらかじめ読み、内容要約を予習として
提出してから講義を聞くなかで、トピックに基づく課題に取り組み、必要に応じた解説を通して理解を進めるよう努め
る。
第１回 講義の進め方、「言語を比べるとはどういうことかー三つの方法論ー」
第２回 比較言語学1
第３回 比較言語学2
第４回 比較言語学3
第５回 対照言語学1
第６回 対照言語学2
第７回 対照言語学3
第８回 対照言語学4
第９回 言語類型論1
第１０回 言語類型論2
第１１回 言語類型論3
第１２回 言語類型論4
第１３回 言語類型論5
第１４回 言語類型論6
第１５回 補遺または総括
●事前・事後学習の内容
事前学習としては、予めテキストを読み、その内容をキーワードを手がかりにしてまとめて記述することで授業への準
備とする。事後学習としては、授業で学んだことに関する問題を宿題として出すので、それへの解答を作成することで、
理解を深めることとする。
●評価方法
出席回数が基準を下回らないこと、テキストの予習として内容の要約をしてくること、講義中の指名に応答すること並
びに課題をこなすこと、さらに宿題として与えられた課題を行ってくること、時間的余裕があれば最後に行う、各自の課
題によるプレゼンテーションなどの結果により、成績を決定する。
●受講生へのコメント
広く言語を見ることは、広く人間を観ることに通じると思う。大学生のうちに世界観を広げることは、今後何かに役立
つと信じる。外国語は英語しかないのではなく、人の価値観もひとつではない。他者と異なることを許容する寛容性は、
自他共に精神の豊かさをもたらしてくれるのではないだろうか。
●参考文献・教材
授業で使用する部分は、教員が用意して受講生に配布する。
教材1：吉田和彦著『比較言語学の視点』2005年、大修館書
教材2：生越直樹編『対照言語学』2002年、東京大学出版会
教材3：安武知子著『言語現象とことばのメカニズム― 日英語対照研究への機能論的アプローチ ―』2007年、開拓社
教材4：松本克己著『世界の中の日本語』2007年、三省堂
教材5：リンゼイ J.ウェイリー著、大堀壽夫・古賀裕章・山泉実訳『言語類型論入門 : 言語の普遍性と多様性』2006年、岩波書店
参考文献
・吉田和彦著『言葉を復元する ―比較言語学の世界―』1996年、三省堂
・池上嘉彦著『「する」と「なる」の言語学 : 言語と文化のタイポロジーへの試論』1981年、大修館書店
・松本克己著『世界言語への視座』2006年、三省堂
・石綿敏雄・高田誠共著『対照言語学』1995年、おうふう
・久野暲、牧野成一、スーザン・G・ストラウス編『言語学の諸相 : 赤塚紀子教授記念論文集』2007年、くろしお出版
・三原健一、高見健一編著；窪薗晴夫 [ほか] 著『日英対照 : 英語学の基礎』2013年、くろしお出版

・西原哲雄編『言語学入門』、中島信夫編『語用論』共に2012年、朝倉書店

授業科目名

科目NO.

言語情報論

LCLNG3204

授業コード

L235050010
単位数

Linguistics and Information
授業形態

担当教員名

講義

関 茂樹

2単位

●科目の主題
英語を中心として、文（発話）によって伝えられる情報の構成について考察することを主題とする。
●到達目標
日本語と英語の文によって伝達される情報の構成の原則、新/旧情報の配列の原則、焦点の置き方、文強勢と音調の型などに
ついて、理解を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
文構造と文の情報構造を分析した文献（主に英語を対象とする）の中で基本文献である Huddleston and Pullum (2005) を
講読するとともに、数多くの補足的な例文を用いて、適宜解説を加える。また、記述内容の問題点についても取り上げる。
第１回 第14章 (Coordination and More) を講読する。
第２回 第14章 (Coordination and More) を講読する。
第３回 第14章 (Coordination and More) を講読する。
第４回 第14章 (Coordination and More) を講読する。
第５回 第15章 (Information Packaging in the Clause) を講読する。
第６回 第15章 (Information Packaging in the Clause) を講読する。
第７回 第15章
(Information Packaging in the Clause) を講読する。
第８回 第15章 (Information Packaging in the Clause) を講読する。
第９回 第15章 (Information Packaging in the Clause) を講読する。
第１０回 第15章 (Information Packaging in the Clause) を講読する。
第１１回 第15章 (Information Packaging in the Clause) を講読する。
第１２回 第15章 (Information Packaging in the Clause) を講読する。
第１３回 第15章 (Information Packaging in the Clause) を講読する。
第１４回 全体のまとめ
第１５回
試験
●事前・事後学習の内容
受講に際しては、予め配布した文献資料を十分な時間をかけて読むこと。授業の終了後には、講義内容の要点を各自が
文章化し、不明な点は次の授業で確認すること。
●評価方法
平常点(20%)および定期試験(80%)
●受講生へのコメント
十分に予習し、疑問点を質問すること。受講後には、内容についてさらに理解を深めること。
●参考文献・教材
プリント (Huddleston, G. and G.K. Pullum. (2005) A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge University Press.)
を配布する。参考図書は、必要に応じて教室で紹介する。

授業科目名

科目NO.

言語応用論演習

LCLNG3205

授業コード

L235060010
単位数

Seminar in Linguistics Applied
授業形態

担当教員名

演習

井狩 幸男

2単位

●科目の主題
言語習得関連データベース(CHILDES)を使い、データの収集及び分析方法に習熟することを目指す。
●到達目標
目標は、次の2つである。
(1) CLANを使ったCHILDESのデータ分析に慣れる。
(2) CHILDESのデータ分析を基に、主に英語の母語獲得について考察する。
●授業内容・授業計画
分析ツール(CLAN)の基本的操作に慣れた後、CLANによるデータの分析・考察結果を発表する。
第１回 授業の説明
第２回 CHILDES, CLANの説明
第３回 第1回課題発表
第４回 第1回課題発表
第５回 第1回課題発表
第６回 第1回課題発表
第７回 第2回課題発表
第８回 第2回課題発表
第９回 第2回課題発表
第１０回 第2回課題発表
第１１回 第3回課題発表
第１２回 第3回課題発表
第１３回 第3回課題発表
第１４回 第3回課題発表
第１５回 授業のまとめ
●事前・事後学習の内容
事前に、各課題の発表に向けて、分析ツール(CLAN)を使ってデータを分析し、発表用レジュメを準備する。事後に、発
表を振り返り、次回発表に向けて改良点を検討する。
●評価方法
発表準備、発表内容、授業への取り組み、及び最終課題を総合的に評価する。
●受講生へのコメント
CHILDESの分析ツール(CLAN)の使い方に慣れると共に、発表を通して母語獲得に関する考察を深める。
●参考文献・教材
必要に応じて、資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

言語比較論演習

LCLNG3206

授業コード

L235070010
単位数

Seminar in Comparative Analysis of Language
授業形態

担当教員名

演習

田中 一彦

2単位

●科目の主題
英語と日本語の違いに関する意味論的、語用論的な分析を行っている文献の読解を通じて、ことばの分析力を養う。
●到達目標
特定のテーマに絞ったことばのデータ収集を行い、その問題点を発見し、その解決策を導き出せるようになる。
●授業内容・授業計画
廣瀬・長谷川(2010)『日本語から見た日本人』を精読しながら、日本人の中の「集団主義」を問い直し、具体的な日本
語の表現データを元に、彼らの主張の是非を問う。
第１回 授業概要の説明
第２回 日本人は「集団主義的」か ─言語学からの批判的検討─ part1
第３回 日本人は「集団主義的」か ─言語学からの批判的検討─ part2
第４回 日本人は「集団主義的」か ─言語学からの批判的検討─ part3
第５回 代名詞の不使用と自己志向性 part1
第６回 代名詞の不使用と自己志向性 part2
第７回 代名詞の不使用と自己志向性 part3
第８回 日本語における独り言 part1
第９回 日本語における独り言 part2
第１０回 日本語における独り言 part3
第１１回 日本語における独り言 part4
第１２回 親密さと敬い part1
第１３回 親密さと敬い part2
第１４回 親密さと敬い part3
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前に与えられる課題について準備をして授業に臨み、絶えず、ことばと思考、ことばと文化の関係を意識しながら、
日常言語のふるまい方について注意する。
●評価方法
平常点および最終レポート(プレゼン)の成績を総合的に評価する。
4回以上欠席した場合評価の対象外とする。
●受講生へのコメント
授業中の積極的な発言を重視する。
授業で扱うテーマ以外でも、日常生活で出会う様々なことばの不思議について積極的に話題を提供してほしい。
●参考文献・教材
資料を配付、もしくは、ネット上にアップする予定。

授業科目名

科目NO.

言語情報論演習

LCLNG3208

授業コード

L235090010
単位数

Seminar in Linguistics and Information
授業形態

担当教員名

演習

関 茂樹

2単位

●科目の主題
英語の語順、情報構造、音声的特徴および文の形式的特徴について、機能論的な観点から考察することを課題とする。
●到達目標
トピックの一貫性および個々の文内における情報構造の成り立ちと文強勢・音調などの音声的な諸特徴との関係について、十分
な理解を深めることを目標とする。また、等位節と従属節を含む文の諸特性についても理解を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
機能論的な観点から文の構造とテクストの構成を分析した文献 Huddleston (1988) を講読する。論理構成と例示に注目
しつつ、記述内容の的確な理解を目指す。
第１回 関連する概念の定義と用語の解説
第２回 第11章 (The Subordination of Clauses) を読む。
第３回 第11章 (The Subordination of Clauses) を読む。
第４回 第11章 (The Subordination of Clauses) を読む。
第５回 第11章
(The Subordination of Clauses) を読む。
第６回 第12章 (Thematic Systems of the Clause) を読む。
第７回 第12章 (Thematic Systems of the Clause) を読む。
第８回 第12章 (Thematic Systems of the Clause) を読む。
第９回 第12章(Thematic Systems of the Clause) を読む。
第１０回 第13章 (Coordination) を読む。
第１１回 第13章 (Coordination) を読む。
第１２回 第13章 (Coordination) を読む。
第１３回 第13章 (Coordination) を読む。
第１４回 全体のまとめ
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
受講に際しては、予め配布した文献資料を十分な時間をかけて読み、疑問点を整理すること。授業の終了後には、文献
の内容の要点を各自が文章化し、不明な点は次の授業で確認すること。
●評価方法
平常点(20%)と定期試験(80%)
●受講生へのコメント
参考文献も積極的に読んで、授業に出席すること。
●参考文献・教材
プリント (Huddleston, G. (1988) English Grammar: An Outline. Cambridge University Press.) を使用する。参考文献は授業で指
示する。

授業科目名

科目NO.

言語応用特論

LCLNG3301

授業コード

L235100010
単位数

Special Studies in Linguistics Applied
授業形態

担当教員名

演習

山崎 雅人

2単位

●科目の主題
前期に続いて、卒業論文を作成するために必要な様々なことがらについて学ぶことを主題とする。学術的な雑誌論文な
どから各々の関心のある内容を扱ったものを選んで、それを題材としてどのような構成になっているかを分析的に学ぶ。
そうした作業を通じて、卒業論文で取り上げる課題を見出すため、広い観点と深い分析による論文講評を構築する。
●到達目標
卒業論文を作成するために必要な資料の分析の仕方を学び、次年度からの論文作成の準備を行う。
●授業内容・授業計画
興味をもったテーマを取り上げて発表し、クラスで討論する。
第１回 授業の進め方に関する説明、及び発表準備に関する全般的な解説とABの組み分け
第２回 先行研究の分析とプレゼンテーションに対する賛同点・反論個所・改正案の三行コメント（A組第一回）
第３回 先行研究の分析とプレゼンテーションに対する賛同点・反論個所・改正案の三行コメント（B組第一回）
第４回 先行研究の分析とプレゼンテーションに対する賛同点・反論個所・改正案の三行コメント（A組第二回）
第５回 先行研究の分析とプレゼンテーションに対する賛同点・反論個所・改正案の三行コメント（B組第二回）
第６回 先行研究の分析とプレゼンテーションに対する賛同点・反論個所・改正案の三行コメント（A組第三回）
第７回 先行研究の分析とプレゼンテーションに対する賛同点・反論個所・改正案の三行コメント（B組第三回）
第８回 三先行研究の結論比較（A組）
第９回 三先行研究の結論比較（B組）
第１０回 三先行研究の序論比較（A組）
第１１回 三先行研究の序論比較（B組）
第１２回 三先行研究の本論比較（A組）
第１３回 三先行研究の本論比較（B組）
第１４回 序論・本論・結論の三部構成によるプレゼンテーション
第１５回 卒業論文作成に向けての心得と具体的な立案
●事前・事後学習の内容
事前学習としては、自分の興味に合う雑誌論文をみつけて、指定された観点から分析をし、発表資料を作成すること。
また、指定された方法に合った発表と質疑応答ができるように準備すること。
事後学習としては、自分の発表と他の受講者の発表に対する比較対照を行うことで、発表並びに講評の技量を上達させ
るようにすること。
●評価方法
発表準備、発表内容、並びに他の発表者へのコメントを総合的に評価する。
●受講生へのコメント
興味のあるテーマを見つけ、発表を通して、卒業論文作成のヒントが得られるように心掛ける。
●参考文献・教材
必要に応じて、授業中に資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

言語比較特論

LCLNG3302

授業コード

L235110010
単位数

Special Studies in Comparative Analysis of Language
授業形態

担当教員名

演習

田中 一彦

2単位

●科目の主題
資料収集、先行研究の考察などの卒業論文を執筆するための基礎的事柄について学ぶ。
●到達目標
自ら課題を設定して、資料収集を行い、先行研究の知見を踏まえながら検討を加え、論文の作成に至る過程を十分に理解する
ことを目標とする。
●授業内容・授業計画
まず、興味あるテーマを扱った過去の卒業論文について各自が報告し、クラスで議論する。次に、卒論作成につながる
基礎的訓練として、各自の興味のあるテーマについて発表を行う。
第１回 イントロダクション
第２回 卒業論文作成概説
第３回 報告・討議 ①
第４回 報告・討議 ②
第５回 報告・討議 ③
第６回 報告・討議 ④
第７回 報告・討議 ⑤
第８回 報告・討議 ⑥
第９回 報告・討議 ⑦
第１０回 ミニ研究発表 ①
第１１回 ミニ研究発表 ②
第１２回 ミニ研究発表 ③
第１３回 ミニ研究発表 ④
第１４回 ミニ研究発表 ⑤
第１５回 全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
各自が報告論文の特筆すべき点をまとめる。次に授業での議論や参考文献をもとにして、各自がミニ研究発表の準備を
行う。
●評価方法
平常点 (30%)および報告内容(70%)
●受講生へのコメント
日常生活の様々な場面で、言葉に対する問題意識をもつことを心がけてほしい。受講生は言語応用コース所属の学生の
みとする。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

言語教育特論

LCLNG3209

授業コード

L235120010
単位数

Special Studies in Language Education
授業形態

担当教員名

講義

田中 一彦

2単位

●科目の主題
言語学の知見が言語教育にどのように貢献できるのかを判断できるに足る言語学的知識を養成する。
●到達目標
語用論の知見が言語教育にどのような貢献が出来るかを判断するための理論的材料を獲得する。
●授業内容・授業計画
語用論の概説書を講読しながら、特定のトピックに関してディスカッションをする。
第１回 授業の概要説明
第２回 語用論とは何か1
第３回 語用論とは何か2
第４回 entailmentとは1
第５回 entailmentとは2
第６回 Presuppositionとは1
第７回 Presuppositionとは2
第８回 第4回から7回のまとめ
第９回 協調の原理とは1
第１０回 協調の原理とは2
第１１回 協調の原理とは3
第１２回 会話の含意とは1
第１３回 会話の含意とは2
第１４回 ポライトネスとは
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前に与えられる課題について準備をして授業に臨み、語用論とはどんな学問なのかを自分の言葉でまとめられるよう
にしておく。
●評価方法
平常点および最終レポート(プレゼン)の成績を総合的に評価する。
4回以上欠席した場合評価の対象外とする。
●受講生へのコメント
授業中の積極的な発言を重視する。
授業で扱うテーマ以外でも、身近な言語表現に関わることばの「不思議」についての疑問があれば、積極的に話題を提
供してほしい。
●参考文献・教材
資料を配付、もしくは、ネット上にアップする予定。

授業科目名

科目NO.

言語比較特講

LCLNG3211

授業コード

L235140010
単位数

Special Lecture on Comparative Analysisof Language
授業形態

担当教員名

講義

田浦 秀幸

2単位

●科目の主題
みなさんの多くは中学から英語を学習し始めたはずですが、平均的日本人に比べて英語力の高い大阪市大生は日英バイ
リンガルと呼べるのでしょうか？日英バイリンガルの脳内メンタルレキシコン(辞書)は日英語別々に貯蔵されていて、賦
活部位はそれぞれ異なるのでしょうか？英語力が高まるにつれて日本語と似たメカニズムで英語部位が賦活されるので
しょうか？2言語を切り替えるのに脳内スイッチがあるのでしょうか？このような疑問に対して多くの研究がなされてき
ています。バイリンガリズムに関する基本的事項を理解した上で、実際に脳賦活実験も行って自分のバイリンガル度を検
証して下さい。
●到達目標
1) バイリンガリズムの基本知識を身につけ、一分野に関して深化することができる
2) 自分が日本語・英語を使用する際の脳賦活データ収集・分析することができる
●授業内容・授業計画
以下の通り講義・学生発表・データ収集を行います。
第1回授業概要説明 & 第1章「バイリンガルとは」
第2回第2章「バイリンガルの言語習得」 & 「第3章バイリンガリズムと第2言語習得」
第3回第4章「言語能力の発達と認知能力の発達」 & 第5章「読み書き語る能力の発達」
第4回第6章「異言語間家族の言語選択・使用」&第7章「コードスイッチング(社)」
第5回第8章「コードスイッチング(言語)」&第9章「バイリンガルの脳内言語処理」
第6回第10章「メンタルレキシコン」&第11章「手話者のバイリンガリズム」
第7回第12章「バイリンガルの言語保持と喪失」&第13章「バイカルチュラリズム」
第8回第14章「社会の中のバイリンガリズム」& 教科書のまとめと実験概要説明
第9回授業参加学生自身の言語流暢・バイリンガルストループタスク遂行時の脳賦活データ収集
第10回同上#2第11回同上#3
第12回収集データの分析方法解説及び実習#1
第13回実習#2及び課題のまとめ#1
第14回実習#3及び課題のまとめ#2
第15回課題内容学生発表
●事前・事後学習の内容
教科書を各自早めに入手してバイリンガリズムに関して知識を少し蓄え、講義中にわからなかった部分を質問できるよ
うししておいて下さい。また、可能であれば参考図書にも目を通しておいて下さい。授業終了後、授業中に収集した自分
の脳賦活データの分析に関して、より深く多面的に再考してみて下さい。
●評価方法
(1) 教科書発表40%, (2) データ分析発表40%, (3) 授業態度と出席点20%の総合評価となります。追・再テストはありませ
ん。3コマ以上欠席すると単位の認定は極めて困難となります（欠席と遅刻は減点）。試験はありません。
●受講生へのコメント
教科書を各自早めに入手してバイリンガリズムに関して知識を少し蓄えておいて下さい。講義中には、読んでわからな
かった部分を質問して下さい。集中講義中に各自の脳データを収集し、それを分析して、個人発表までこなしてもらいま
すが、データ分析や統計処理はゼロから説明しますので、安心して受講して下さい。また毎回USBを持参して下さい。
●参考文献・教材
[教科書] 「バイリンガリズム入門」(2014) 大修館書店[参考図書]
(1) ‘The handbook of bilingualism and multilingualism’ (2013) T.K.Bhatia & William, C.R. (Wiley Blackwell)
(2) 「バイリンガル教育と第2言語習得」(1996).コリンベーカー著・岡秀夫訳（大修館書店）
(3) ‘Cognitive perspectives on bilingualism’ Reif and Justyna 2016 (De Gruyter)

授業科目名

科目NO.

言語教育特講

LCLNG3212

授業コード

L235150010
単位数

Special Lecture on Language Education
授業形態

担当教員名

講義

西岡 有香

2単位

●科目の主題
なんらかの脳機能の不全により言語習得が遅れたり、特徴的な言語発達を示したりする子どもがいる。一方、後天的な
脳機能障害によって言語機能を喪失したり、障害を受けたりすることがある。本講義ではlanguageの問題として、成人で
は失語症を、小児については言語発達遅滞、自閉スペクトラム障害、学習障害、ＡＤＨＤ等発達障害の言語・コミュニケ
ーションの問題についてとりあげ解説する。
●到達目標
大脳機能の不全によって起こる言語・コミュニケーションの不全の実態についての知識をもち、その状態を理解することを第一の
目標とする。これを踏まえて、言語・コミュニケーションに関して多角的に考えられるよう視野を広げ、支援の現場で役立つ知識を
得ることを目標とする。
●授業内容・授業計画
以下の予定で、配布資料を用いながら講義を行う。視聴覚教材を用いて障害の具体像に触れ、成人と小児の事例をとお
して言語（language)障害を理解する。
第1回 オリエンーション：脳のしくみ、言語にかかわる脳の領域
第2回 失語症とは 古典分類と情報処理アプローチ
第3回 失語症状①
第4回 失語症状②
第5回 高次脳機能障害の概要
第6回 子どもの言語発達と言語障害の概要
第7回 子どもの言語障害
第8回 LD・ADHD心理的疑似体験プログラムを通して
第9回 学習障害と特別支援教育
第10回 発達性読み書き障害 評価と指導の考え方
第11回 自閉スペクトラム障害（ASD）
第12回 知的障害のないASDのコミュニケーションの問題
第13回 中学高校での発達障害の課題と対応
第14回 事例を通した子どもの見方 まとめ
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
身の回りにいる乳幼児、小学生がどのような言葉を使っているかよく観察しておき、聞き取ったことばをそのまま、そ
の子どもの年齢（推定も可）とともに記録しておくこと。できれば、異なる年齢の子どもについて、言語資料を集め、そ
のことばが話されている状況（場面の情報）も記録しておくこと。事後学習として、紹介した事例の言語資料について再
度確認をしておくこと。
●評価方法
試験60％ 平常点20％ 授業内容に関するミニレポート20％
●受講生へのコメント
失語症は誰にでも起こりうる言語障害であり、かつ誤解されやすい障害でもある。一方、高等学校にも通級指導教室が
設置される現在、中学校高等学校の教員をめざしているなら、知的障害のない発達障害のある生徒の言語の問題について
の知識と理解は必須である。言語障害について知識を広め、よき理解者となろう。
●参考文献・教材
配布資料による。
参考図書：「特別支援教育における言語・コミュニケーション・読み書きに困難がある子どもの理解と支援」大伴潔編（2011）学苑
社 他、授業時間内に随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

文化理論

LCART3201

授業コード

L236010010
単位数

Culture Theory
授業形態

担当教員名

講義

野末 紀之

2単位

●科目の主題
この講義では、表現文化コースで学ぶ学生を主な対象として、文化の考察に必要な基本的視点と理論を概説する。今年
度は、おもにポピュラー・カルチャーとその研究をめぐって行なわれた（行なわれている）欧米での議論をたどりながら、
文化を考え、文化現象や作品を分析するための視点を獲得することを目指す。
●到達目標
文化の概念とその歴史的変遷を明確にするとともに、現代文化を考察するために必要な基本的な理論的視点を学習する。
●授業内容・授業計画
第１回 イントロダクション
第２回
「文化」概念の変遷
第３回
「文化」をめぐる議論
第４回
大衆文化とポピュラー文化（１）
第５回
大衆文化とポピュラー文化（２）
第６回
文化産業論（１）
第７回
文化産業論（２）
第８回
構造主義と記号論（１）
第９回
構造主義と記号論（２）
第１０回
文化、権力、イデオロギー
第１１回
文化とジェンダー（１）
第１２回
文化とジェンダー（２）
第１３回
文化とセクシュアリティ（１）
第１４回 文化とセクシュアリティ（２）
第１５回
総括
●事前・事後学習の内容
各授業のために、指定された範囲を読解し、知らないことは調べ、問題点を整理しておくこと。事前事後学習に2.5時間
を要する。
●評価方法
出席条件（三分の二以上）を満たしたうえで、コメント（10％）、試験（30％）と二回のレポート（60％）によって判
定する。
●受講生へのコメント
知らない概念や作品・事象などについて積極的に調べたり見たりしてほしい。
●参考文献・教材
適宜、プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

表現文化論

LCART3202

授業コード

L236020010
単位数

Lecture in Art and Representation
授業形態

担当教員名

講義

小野原 教子

2単位

●科目の主題
現代における衣服／ファッションの社会現象の意味と表現文化の可能性
●到達目標
人はなぜ衣服を着るのか。日常何気なく身に纏っているものが自ずと意味を放っている。服は言葉であり、こころは服を着ている
からだである。衣服／ファッションが現代の社会環境の表現文化の一つであることを考察する。
●授業内容・授業計画
ファッションの基礎的理解、複雑化・多様化する現代のアイデンティティと衣服の関係、情報媒体とファッション現象
の問題、身体表現としての衣服文化の可能性、キモノを含む現代日本のファッションのグローバル的展開。
第1回 ガイダンス
第2回 衣服とアイデンティティ（1）
第3回 衣服とアイデンティティ（2）
第4回 衣服とアイデンティティ（3）
第5回 ファッションとメディア（1）
第6回 ファッションとメディア（2）
第7回 ファッションとメディア（3）
第8回 グループ・プレゼンテーション
第9回 コスチュームとプロレス（1）
第10回 コスチュームとプロレス（2）
第11回 コスチュームとプロレス（3）
第12回 クールジャパンとグローバリズム（1）
第13回 クールジャパンとグローバリズム（2）
第14回 クールジャパンとグローバリズム（3）
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業のおわりに、各回に関連する衣服・ファッションについてのトピックを与えるので、次回までに考えて、授業のは
じめにそれを取り上げたり議論したりする予定である。
●評価方法
授業への貢献度およびタームペーパー（40%, 60%)
●受講生へのコメント
一方向的に聴く講義ではなく、グループワークを通して議論したり、積極的に授業に関わることを期待している。受講
生の興味・関心によって、講義内容や進行を調整することがある。
●参考文献・教材
小野原教子『闘う衣服』（水声社、2011)。
その他書籍／論文など授業で適宜紹介したり、プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

表象文化論

LCART3203

授業コード

L236030010
単位数

Lecture in Culture and Representation
授業形態

担当教員名

講義

海老根 剛

2単位

●科目の主題
本講義のねらいは、映像作品の考察のための基礎作りです。対象としては実写映画とアニメーション、および近年のデ
ジタル映像を扱います。考察される作品は映画が中心になりますが、映画以外の動画表現の分析にも不可欠な映像リテラ
シーの習得に役立つはずです。
●到達目標
この講義では、みなさんに多くの作品に触れてもらい、映像作品を考察するための言葉を獲得してもらうことが目標です。したが
って、受講者の積極的な参加が求められます。なお第1回目の授業の前に見ておいてもらう映画作品をポータルサイトで伝えます
ので、受講者は必ず対象作品を見たうえで授業に参加してください。
●授業内容・授業計画
毎回、いくつかの作品から特定の場面を選んで上映し、 その場面の特徴やそこで用いられている技法を考察しながら、
映画表現の多様な側面に光を当てていきます。またそれらの考察を通して、映画の分析に不可欠な基礎概念の導入も行い
ます。
第1回 イントロダクション
第2回 映画と運動 (1)
第3回 映画と運動 (2)
第4回 映画と空間 (1)
第5回 映画と空間 (2)
第6回 映画と時間 (1)
第7回 映画と時間 (2)
第8回 物語について
第9回 演出について
第 10 回 古典映画と現代映画
第 11 回 アニメーションとデジタル映像（１）
第 12 回 アニメーションとデジタル映像（２）
第 13 回 映画的身体の系譜と変容（１）
第 14 回 映画的身体の系譜と変容（２）
●事前・事後学習の内容
受講者は実際に映画作品を見て、分析的な観点から映画表現を考察するレッスンを重ねることが望ましい。
●評価方法
中間レポートと期末レポートで評価する。
●受講生へのコメント
使用教室の制限上、受講希望者多数の場合には履修制限を行う。その場合、表現文化コースの学生を優先したうえで、
残りについて抽選を行う。受講を希望する者（表現文化コースの学生も含む)は、必ず初回の授業に出席すること。
●参考文献・教材
適宜、プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

比較表現論

LCART3204

授業コード

L236040010
単位数

Lecture in Comparative Representation
授業形態

担当教員名

講義

高島 葉子

2単位

●科目の主題
民話に関する概説と民話研究の理論、方法について講義する。
●到達目標
話型やモチーフなどの民間説話（神話を含む）の基本事項および国際性、地域性について学ぶとともに、民間説話（神話を含む）
研究のための理論と方法の知識を得ることを目標とする。
●授業内容・授業計画
以下のような構成で講義する予定である。
第１回 導入：民話とは何か。
第２回 民話の特徴（リューティー理論）
第３回 民話の国際話型(1)
第４回 民話の国際話型(2)
第５回 民話の国際話型(3)
第６回 民話の国際話型(4)
第７回 民話の地域性(1) アイヌの民話
第８回 民話の地域性(2) 民話によるの比較文化
第９回 民話研究の理論(1) 民話の起源と伝播
第１０回 民話研究の理論(2) 形態学（構造論）：プロップ
第１１回 民話研究の理論(3）形態学（構造論）：ダンダス
第１２回 民話研究の理論(4) 精神分析的解釈：フロイト、ユング
第１３回 民話研究の理論(5) 社会学的アプロ―チ（イデオロギー的分析）：ザイプス
第１４回 民話研究の理論(6) 世界神話学理論：ヴィツェル
第１５回 期末試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：授業前に指示する。
事後学習：授業中に配布された資料を基に講義内容を復習する。
●評価方法
平常点30％、期末試験70％で評価する。
●受講生へのコメント
予め、グリム童話、日本、イギリス、フランス、ロシアの代表的な民話を読んでおいて下さい。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

文化理論基礎演習 a

LCART3205

授業コード

L236050010
単位数

Basic Seminar in Culture Theory a
授業形態

担当教員名

演習

野末 紀之

2単位

●科目の主題
表現文化コースの学生が、現代のさまざまな文化現象や表現のもつ意味合いを理解し、かつ分析するさいに必要な基本
的な観点や理論を身につける。
●到達目標
上記の観点や理論を演習形式により身につけて、レポート作成のさいに応用できるようにすることが目標である。
●授業内容・授業計画
演習形式によりテキストを精読するとともに、適宜、作品分析および参考文献の要約のレポートを提出してもらう。
第１回 イントロダクションおよび第1回レポート作成のためのアドバイス
第２回 テキスト読解 都市、展示、消費（１）
第３回 テキスト読解 都市、展示、消費（２）
第４回 テキスト読解 情報と社会
第５回 テキスト読解 情報と自己
第６回 テキスト読解 文化と権力（１）
第７回 テキスト読解 文化と権力（２）
第８回 テキスト読解 映像文化（１）
第９回 テキスト読解 映像文化（２）
第１０回 テキスト読解 ファッション
第１１回 テキスト読解 観光
第１２回 テキスト読解 愛と性
第１３回 サブテキスト読解 複製技術と文化芸術（１）
第１４回 サブテキスト読解 複製技術と文化芸術（２）
第１５回 総括
●事前・事後学習の内容
受講生は、授業までに、指定された範囲の読解を行ない、問題点を整理しておくこと。発表担当者は、①要旨 ②具体
例 ③疑問点 ④コメントの4点をレジュメに記すこと。また、参考文献のうち最低1つを読んで、テキストの記述と照合
しておくとともに、新たな知見を示すこと。担当者は事前事後に3時間程度、それ以外の受講者は1.5時間程度が必要。
●評価方法
平常点（30％）、レポート（35％）、試験（35％）。
●受講生へのコメント
テキスト内の作品や事象で知らないことは積極的に調べたり見たりしておくこと。
●参考文献・教材
井上俊（編）『全訂新版 現代文化を学ぶ人のために』（世界思想社、2014年）を各自購入すること。ほかの参考文献については
授業中に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

文化理論基礎演習 b

LCART3205

授業コード

L236050020
単位数

Basic Seminar in Culture Theory b
授業形態

担当教員名

演習

高島 葉子

2単位

●科目の主題
表現文化コースでは、文学や美術などの芸術作品だけでなく、テレビ、映画、雑誌、広告など日常的に接する身近な「ポ
ピュラー文化」をも研究対象とする。こうした広い分野の対象を研究するための理論、方法の基礎を学ぶ。
●到達目標
文化理論の基礎的知識を身に付け、理論的文献の内容を的確に要約報告するスキルを習得するとともに、短いレポートをまとめ
ることができるようにする。合わせて、英語の専門書を読みこなす英語力の基礎を身につけることを目指す。
●授業内容・授業計画
授業の前半で文化理論に関する入門的英語文献を講読する。後半では日本語文献につい担当者がレジュメを作成したう
えで内容を報告し、質疑応答により理解を深める。学期末には各自で興味のある文献について紹介、報告を行い、レポー
トにまとめる。また、英語文献に関しては期末テストを行う。
第１回 オリエンテーション
第２回 英語文献講読
第３回 英語文献講読
第４回 英語文献講読
第５回 英語文献講読
第６回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第７回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第８回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第９回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第１０回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第１１回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第１２回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第１３回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第１４回 英語文献講読、日本語文献の内容報告
第１５回 期末テスト
●事前・事後学習の内容
事前学習としては、配布資料や文献を読み、報告、発表・議論の準備することが必要である。事後学習としては、資料
の講読、解説を通して得た知識の定着、また、発表、報告、議論の内容を反省し、各自で考察を深めることが求められる。
●評価方法
口頭発表30％、期末テスト35％、期末レポート35％で評価する。
●受講生へのコメント
英語テキストは入門書であるが、十分な予習を必要とする。また、授業でのデイスカッション等への積極的な参加を求
める。なお、受講生は原則的に表現文化コース所属の学生に限る。
●参考文献・教材
井上俊（編）『全訂新版 現代文化を学ぶ人のために』（世界思想社、2014年）。英語教材については、プリント配布。

授業科目名

科目NO.

表現・表象文化論基礎演習 a
Basic Seminar in Culture and Representation a
授業形態

担当教員名

演習

三上 雅子

LCART3206

授業コード

L236060010
単位数

2単位

●科目の主題
（1） 作品分析の基礎を学ぶ。 特定の方法論や理論にもとづく分析の一歩手前にとどまり、ひとつの具体的な対象と
しての作品と向き合い、それを構成している表現の特徴や構造を把握し、考察するレッスンを行う。作品は私たちの前に、
ひとつの物質的なまとまりとして、たとえば書かれた言葉 （小説、エッセイ）、描かれた線と記 号 （マンガ）、俳優
の身体と声 （演劇）、静止した光と影 （写真）、 明滅する映像の連なり （映画） として与えられています。この授
業では、そのような物質的まとまりとしての作品がどのように形作られており、どのような動き、出来事がそこに生起し
ているのかを明らかにするとともに、それを言葉によって記述するレッスンを行います。 （2） 文献調査、 画像編集に
もとづく簡潔なプレゼンテーションを作成し、発表するレッスンを行う。 口頭発表における補助資料の位置づけ正しく
理解し、プレゼンテーション用ソフトウェアの欠点と利点を把握した上で、 効果的な発表資料を作成する技術を学習す
る。
●到達目標
（1） 自分が感じたことを手がかりに論理的に思考することを学ぶ。（2） 口頭発表の方法と技術的補助手段の使用法を学ぶ。
●授業内容・授業計画
今回の授業では、 マンガ、 小説、 絵画、 写真、 映画、 演劇、 現代美術を扱う。 それぞれのジャンルについて、
指定された作品の分析を行う。 また学期末には作品分析の口頭発表を受講者全員にしてもらう。
第1回 イントロダクション
第2回 マンガ分析
第3回 小説分析
第4回 絵画分析
第5回 映画作品上映
第6回 映画作品分析
第7回 演劇作品上映
第8回 演劇作品分析
第9回 写真分析
第10回 現代美術作品上映
第11回 現代美術作品分析
第12回 プレゼンテーション入門
第13回 口頭発表 （1）
第14回 口頭発表 （2）
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業開始前に授業で取り扱う課題に関する資料を本授業のウェブサイトに掲載する。 必ず事前に内容を確認し、それ
に関した小レポートを締め切りまでに提出する。 授業終了後は添削された小レポートを確認して、 理解・分析の問題点
を整理しておく。
●評価方法
6回のレポートと口頭発表で評価する。
●受講生へのコメント
この授業は表現文化コースに新たに進学した 2 回生向けの授業です。 他コースの学生は受講できません。
●参考文献・教材
作品資料は授業内で配布する。

授業科目名

科目NO.

表現・表象文化論基礎演習 b
Basic Seminar in Culture and Representation b
授業形態

担当教員名

演習

江村 公

LCART3206

授業コード

L236060020
単位数

2単位

●科目の主題
（1）作品分析の基礎を学ぶ。特定の方法論や理論にもとづく分析の一歩手前にとどまり、ひとつの具体的な対象とし
ての作品と向き合い、それを構成している表現の特徴や構造を儒雲南に把握し、考察するレッスンを行う。作品は私たち
の前に、ひとつの物質的なまとまりとして、たとえば書かれた言葉（小説、エッセイ）、描かれた線と記号（マンガ）、
俳優の身体と声（演劇）、静止した光と影（写真）、明滅する映像の連なり（映画）として与えられています。この授業
では、そのような物質的まとまりとしての作品がどのように形作られており、どのような動き、出来事がそこに生起して
いるのかを明らかにするとともに、それを言葉によって記述するレッスンを行います。
（2）文献調査、画像編集にもとづく簡潔なプレゼンテーションを作成し、発表するレッスンを行う。口頭発表におけ
る補助資料の位置づけ正しくを理解し、プレゼンテーション用ソフトウェアの欠点と利点を把握した上で、効果的な発表
資料を作成する技術を学習する。
●到達目標
（1）自分が感じたことを手がかりにに論理的に思考することを学ぶ。（2）口頭発表の方法と技術的補助手段の使用法を学ぶ。
●授業内容・授業計画
今回の授業では、マンガ、小説、絵画、写真、映画、演劇、現代美術を扱う。それぞれのジャンルについて、指定され
た作品の分析を行う。また学期末には作品分析の口頭発表を受講者全員にしてもらう。
第１回 イントロダクション
第２回 マンガ分析
第３回 小説分析
第４回 絵画分析
第５回 映画作品上映
第６回 映画作品分析
第７回 演劇作品上映
第８回 演劇作品分析
第９回 写真分析
第１０回 現代美術作品上映
第１１回 現代美術作品分析
第１２回 プレゼンテーション入門
第１３回 口頭発表（1）
第１４回 口頭発表（2）
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業開始前に授業で取り扱う課題に関する資料を本授業のウェブサイトに掲載する。必ず事前に内容を確認し、それに
関した小レポートを締め切りまでに提出する。授業終了後は添削された小レポートを確認して、理解・分析の問題点を整
理しておく。
●評価方法
6回のレポートと口頭発表で評価する。
●受講生へのコメント
この授業は表現文化コースに新たに進学した2回生向けの授業です。他コースの学生は受講できません。
●参考文献・教材
作品資料は授業内で配布する。

授業科目名

科目NO.

表現・表象文化論演習Ⅰ

LCART3207

授業コード

L236070010
単位数

Seminar in Culture and Representation Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

石川 優

2単位

●科目の主題
この授業では、男性同士の関係性を描く女性向け創作群である「やおい／ボーイズラブ（BL）」の表現史を学ぶ。また、
その学びから得られた視点を用いて、受講生が「やおい／BL」表現（マンガを主とする）を分析できるようになることを
狙いとする。1970年代以降、女性たちによって草の根で育まれてきた「やおい／BL」は、一貫して「関係性の物語」を展
開しつつも、その表現の媒体や形式は多様な広がりをもっている。この授業では、創作論（その表現はどのようにつくら
れるのか）と受容論（その表現はどのように読み解かれるのか）を方法論に含みながら、「やおい／BL」という表現文化
に対する批判的な視点を養う。
●到達目標
（1）「やおい／BL」表現史を説明できるようになる。
（2）「やおい／BL」研究の枠組みを参照しながら、テクストを分析できるようになる。
（3）発表とディスカッションをとおして、自らの意見を論理性をもって言語化できるようになる。
●授業内容・授業計画
まず、「やおい／BL」を考察するための基礎的な知識・理論について講義をおこない、この授業で前提となる議論の枠
組みを共有する。また、発表のために必要となる基本的な技術についても概説する。次に、受講生は配布資料に基づくグ
ループ発表をおこない、全員で議論する。グループ発表と並行して、受講生は授業の主題を踏まえて自ら題材を設定し、
それについて小レポートを作成した上で、学期末レポートを完成させる（受講生の人数によって、小レポートを個人発表
とすることがある。その場合、初回授業にて告知する）。なお、以下の授業計画は暫定的なものであり、受講生の人数な
どに応じて変更する可能性がある。
第１回 講義（1）「やおい／BL」とは何か
第２回 講義（2）「やおい／BL」はどのように論じられてきたか
第３回 講義（3）分析と発表の方法
第４回 発表とディスカッション（1）前史：森茉莉
第５回 発表とディスカッション（2）「24年組」：萩尾望都
第６回 発表とディスカッション（3）「24年組」：竹宮惠子
第７回 発表とディスカッション（4）『June』：中島梓
第８回 発表とディスカッション（5）『June』：「小説道場」
第９回 中間総括
第１０回 発表とディスカッション（6）「やおい論争」
第１１回 発表とディスカッション（7）「表象の横奪」論
第１２回 発表とディスカッション（8）「やおい／BL」表現の現在（I）
第１３回 発表とディスカッション（9）「やおい／BL」表現の現在（II）
第１４回 総括と補遺
●事前・事後学習の内容
（1）事前に配布するプリントを読み、発表の準備をする。
（2）事前に配布するプリントを読み、要点と疑問点をまとめておく。
（3）ディスカッションを踏まえて、授業内容を復習する。
●評価方法
ディスカッションへの参加（10%）、小レポート（20%）、発表（30%）、学期末レポート（40%）によって評価する。
●受講生へのコメント
「やおい／BL」をはじめとするポピュラー文化について、知的に探究する意欲がある人の受講を歓迎します。履修登録
者数が「演習形式」での授業遂行可能な範囲を大幅に上回る場合は、表現文化コースの学生の受講を優先します。初回に
授業スケジュールの調整をおこなうので、必ず出席すること。
●参考文献・教材
プリントを配布する。参考文献は、授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCART3208

表現・表象文化論演習Ⅱ

授業コード

L236080010
単位数

Seminar in Culture and Representation Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

菅原 真弓、小田中 章浩

2単位

●科目の主題
アーツマネジメントの実践演習である。文化施設（博物館や劇場など）で実施される芸術文化活動に加え、広い意味で
の創造活動を、広く社会に発信していくための「仕組み」＝方法論をアーツマネジメントという。本演習では、アーツマ
ネジメントの実践を行うことで企画力を養うと共に、ひとつのイベントを受講者すべての共同作業によって実施するこ
とで実務における自らの特性（＝力）を知り、その能力をより良い方向に発展させていくこととする。
●到達目標
アートイベントに関する企画立案を行い、さらにそれを実施する。その過程において、一つのイベントを実施するまでの様々な問
題を解決する能力を養ってもらいたい。また同時に、現在、アーツマネジメントに求められている課題とそれにふさわしい手法を学
び、自ら実践者となる能力を得ることを目標とする。
●授業内容・授業計画
グループワークによる自主的主体的な学びが中心となる。授業内では主に、本授業で実施するイベントに関する進捗状
況の報告やそれに基づいたディスカッションなどを行うことになる。実際のイベントを企画してこれを行うこととなる
ので、授業時間外での作業も必要となる。受講に先立ち、共通教育科目「アーツマネジメント」の受講を推奨する。第1
回のガイダンスの折に授業の進め方（時間外も含めて） の説明を行う。また、最終的なイベントの実施は授業期間の終
了後（2 月後半や3 月など） になることも考えられるので、受講者はその点を了解の上で受講すること。なお、以下の
授業計画は暫定的なものであり、事業の進行状況などにより適宜変更される。
第１回 ガイダンス
第２回 これまでに本授業で行ってきた事業について：紹介およびディスカッション
第３回 地域に根差したアーツマネジメントとは：事例紹介
第４回 企画立案① グループディスカッション
第５回 企画立案② グループディスカッションおよびプレゼンテーション
第６回 グループワーク①
第７回 グループワーク②
第８回 グループワーク③
第９回 グループワーク④
第１０回 中間総括：進捗状況報告および問題点の抽出
第１１回 グループワーク⑤
第１２回 グループワーク⑥
第１３回 イベント実施準備
第１４回 イベント実施
第１５回 試験（筆記試験は実施しないので、反省会、総括などを行う）
●事前・事後学習の内容
本授業の性格上、授業時間外での作業や検討が必要となる。また、授業内で適宜、事前、事後学習について指示をする。
●評価方法
グループワークでの貢献や実際のイベント作業における関わり方とその成果、加えてイベントの成果を以て評価する。
●受講生へのコメント
「アートを社会に役立てるには」を考え、その上で実際の事業を企画して実施することは、やがて社会人となる皆さん
にとって有益な学びとなると考える。また、単独ではなく、複数のメンバーとの協働は、自らの特性を知るきっかけとも
なると思う。この世にある仕事はすべて、「“何か”を社会に役立てる」ものである。本授業を通して、アーツマネジメン
トの意義を考えると共に、仕事とは何か、についても考えてもらえたら嬉しい。
●参考文献・教材
授業内で資料を配布したり、あるいは参考となる文献資料、サイトなどを紹介する。

授業科目名

科目NO.

表現・表象文化論演習Ⅲ

LCART3301

授業コード

L236090010
単位数

Seminar in Culture and Representation Ⅲ
授業形態

担当教員名

演習

秋吉 康晴

2単位

●科目の主題
ポピュラー音楽研究の基礎となる文献講読
●到達目標
①理論的な文献を精密に読解する思考力と、読解の内容を適切に説明する表現力を養う②抽象的な概念を身近な文化事象に
あてはめて検証する分析力を養う
●授業内容・授業計画
本演習では、「デジタルメディア」ないし「ニューメディア」の状況にかんするメディア論・社会理論の文献を講読し、
それらの理論をポピュラー音楽の事例分析に応用する訓練をおこなう。講読する論文はどれも直接的にはポピュラー音
楽を扱ったものではないが、情報化社会における音楽の状況を考えるうえで必須のものを選んだ。履修者には個人もしく
はグループで論文の内容を要約したうえで、その論文の知見が音楽の事例に関してどこまで有効かを発表してもらう。
第１回 イントロダクション（授業内容の説明・教材の配布）
第２回 文献の読解／発表
第３回 文献の読解／発表
第４回 文献の読解／発表
第５回 文献の読解／発表
第６回 文献の読解／発表
第７回 文献の読解／発表
第８回 文献の読解／発表
第９回 文献の読解／発表
第１０回 文献の読解／発表
第１１回 文献の読解／発表
第１２回 文献の読解／発表
第１３回 文献の読解／発表
第１４回 文献の読解／発表
第１５回 全体討議
●事前・事後学習の内容
各週の発表者は、文献の要約と各自の見解をプレゼン用にまとめる。それ以外の履修者も事前に文献を読解したうえで、
関連文献も読んでおくことが望ましい。授業後には、討議の内容を踏まえて文献を読み直し、理解を深めてほしい。
●評価方法
担当箇所の発表（60％）
授業への参加度（40％）
●受講生へのコメント
抽象度の高い議論に取り組むのには忍耐が要りますが、じっくり付き合えば、物事の考え方が劇的に変化する瞬間に夢
中になるはずです。その瞬間にいっしょに立ち会えるのを楽しみにしています。
●参考文献・教材
授業時に配布する

授業科目名

科目NO.

表現・表象文化論演習Ⅳ

LCART3302

授業コード

L236100010
単位数

Seminar in Culture and Representation Ⅳ
授業形態

担当教員名

演習

小田中 章浩

2単位

●科目の主題
記憶喪失とその表象に関する研究
●到達目標
与えられた研究テーマに関する理解を深めると共に、発表の場において他の受講者とディスカッションを繰り返すことによって、
表現・表象文化論にアプローチするための能力を身につけることを目標とする
●授業内容・授業計画
記憶喪失というテーマが文学、演劇、あるいは映画においてどのように表現（表象）されているかを受講者と共に考え
る。なぜなら記憶喪失（解離性健忘）が小説、演劇、映画の主題として用いられた場合、その実態がそのまま描き出され
ることはまずないからである。それは話の筋をおもろくするために不要な部分を切り捨てて単純化され、あるいは誇張さ
れる。すなわち「表象としての記憶喪失」である。
この講義では、こうした観点から、まず教員が演劇および映画におけるいくつかの事例について、「表象としての記
憶喪失」の描かれ方、あるいはPTSD（心的外傷後ストレス障害）としての解離性健忘の歴史的由来について説明する。
その上で受講者にグルーブ単位で、現代の小説、映画、演劇、マンガ、さらにゲーム等における「表象としての記憶喪失」
の事例について報告してもらい、その表象のあり方についてディスカッションを行う。
●事前・事後学習の内容
受講生は事前に教科書を通読して授業のテーマに関する基礎知識を備えておくことが必要である。さらに毎回の授業に
おける他の受講者の報告について、まとめと評価を提出してもらう。
●評価方法
評価は、毎回の演習におけるディスカッションへの貢献度、与えられた課題への取り組み方（50%）、さらに学期末のレ
ポート（50%）によって総合的に行う。
●受講生へのコメント
受講生は、毎回の授業に参加して必要な報告を行うだけでなく、他の発表について積極的に意見を述べることが求めら
れる。
●参考文献・教材
教科書 小田中章浩『フィクション中の記憶喪失』（世界思想社、2013）

授業科目名

科目NO.

比較表現論演習

LCART3303

授業コード

L236110010
単位数

Seminar in Comparative Representation
授業形態

担当教員名

演習

高島 葉子

2単位

●科目の主題
国際アンデルセン賞作家である上橋菜穂子の「守り人シリーズ」を題材とする。「守り人シリーズ」は全10巻におよぶ
異世界ファンタジ―小説であるが、神山健治監督のアニメーション版、藤原カムイによる漫画版、さらにNHK制作のラジ
オドラマ、テレビドラマとメディアミックスが進んでいる。文字媒体による小説の原作が他のメディア作品として新たに
制作されるとき、表現方法、表現効果が異なることは無論だが、再創造を通してテーマや人物造形などにも違いが生じて
くる。再創造の結果いかなる変化が物語に生じているのか、また、その変化にはどのような意図があり、どのような文化
的意味があるのか、こうした問題について考察する。
●到達目標
原作とそのアニメーション版、マンガ版、実写ドラマ版の比較をとおして、メディアの違いが物語にどのような影響を与えるのか、
その効用と問題点を考察するための視点と方法を身に着けることを目標とする。また、プレゼンテーションや小論文の基本的技能
の習得も目的とする。
●授業内容・授業計画
授業は基本的にグループワーク形式で行う。まず、「守り人シリーズ」を含む上橋作品に関する先行研究の文献を、グ
ループごとに担当を決めレジュメを作成した上で論点をまとめて報告する。次に、アニメ版、マンガ版、ドラマ版と原作
を論点（設定、ストーリー、人物、描写、視点など）ごとに、グループで討論した後、口頭発表する。最後に、グループ
ごとにテーマを決めて研究発表する。学期末には、グループでの研究を踏まえて受講生各自で小論文を作成する。
第１回
イントロダクション
第２回
先行研究文献の報告
第３回 先行研究文献の報告
第４回 先行研究文献の報告
第５回 先行研究文献の報告
第６回 作品の比較分析（グループ討論）
第７回 作品の比較分析（グループ討論）
第８回
作品の比較分析（グループ討論）
第９回
作品の比較分析（グループ討論）
第10回
作品の比較分析（グループ討論）
第11回
作品の比較分析（グループ討論）
第12回 グループによる研究発表
第13回
グループによる 研究発表
第14回 グループによる 研究発表
第15回 総括（小論文の書き方）
●事前・事後学習の内容
事前学習としては、配布資料や文献を読み、報告、発表・議論の準備することが必要である。事後学習としては、資料
の講読、解説を通して得た知識の定着、また、発表、報告、議論の内容を反省し、各自で考察を深めることが求められる。
●評価方法
口頭発表30％、グループでの活動30％、学期末レポート40％で評価する。また発表時の討論参加などの平常点も加味す
る。
●受講生へのコメント
「守り人シリーズ」の全10巻を受講前に読んでおいて下さい。
授業はグループワークで行うので、遅刻や欠席はできるだけ謹み、積極的に討論に参加するようにしてほしい。。
●参考文献・教材
上橋菜穂子「守り人シリーズ」全10巻（新潮文庫）。他は授業中に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

文化理論特別演習 a,b

LCART3304

授業コード

L236120010,20
単位数

Advanced Seminar in Culture Theory a,b
授業形態

担当教員名

演習

小田中 章浩

2単位

●科目の主題
卒業論文作成に必要とされる能力の開発
●到達目標
本講は表現文化学コースに所属する三回生（四回生）を対象とし、表現文化学コースにおいて卒業論文を書くための基本的な
文献の読み方、研究テーマの設定と問題の論理的な構築の方法について指導する。したがって表現文化学コースに所属する三
回生（四回生）は、この演習を必ず受講することが求められる。
●授業内容・授業計画
まず表現文化学コースに所属する学生として最低限読んでおくべきいくつかの文献について、受講者にその内容を要約
して報告してもらう。そしてその理解が正しいかどうか共同でディスカッションを行う。さらに卒業論文のシミュレーシ
ョンとして8000字程度の小論文を作成し、その過程において文献の引用の方法や論文の論理的な構成についても教える。
第１回 授業ガイダンス
第２回 文献の要約1『ゲーム的リアリズムの誕生』-1
第３回 文献の要約2『ゲーム的リアリズムの誕生』-2
第４回 文献の要約3『ゼロ年代の想像力』
第５回 文献の要約4『不可能性の時代』-1
第６回 文献の要約5『不可能性の時代』-2
第７回 文献の要約6『戦後史入門」
第８回 文献の要約7『過去は死なない メディア・記憶・歴史』
第９回 卒論仮テーマ発表-1
第１０回 卒論仮テーマ発表-2
第１１回 小論文を作成する-1: 小論文作成のためのアウトラインの作成
第１２回 小論文を作成する-2:序論および本論の作成
第１３回 小論文を作成する-3: 本論の作成、脚注の付け方
第１４回 小論文を作成する-4: 全体を完成させる
第１５回 小論文を作成する-5: 全体を修正する
●事前・事後学習の内容
受講生はほぼ毎回課題を提出することが必要である。文献の読解、レポートの作成、小論文作成の準備などのために、
事前および事後の学習が必須である。
●評価方法
評価は、各自の毎回の課題の提出、授業での報告やディスカッションへの貢献（50%）、ならびに講義終了後に提出する
レポート（50%）によって行う。
●受講生へのコメント
このaクラスは、表現文化学コース所属の三回生のうち、学生番号で数えて最初の半数が受講することを想定している。
ただしやむを得ない事情によりaクラスを受講できない者については、bクラスへの移動を認めるので、最初の授業の際に
教員に相談すること。
●参考文献・教材
講義では以下の文献を教科書として用いるので、受講者は適宜の方法で入手しておくこと。東浩紀 『ゲーム的リアリズムの誕生
動物化するポストモダン2』 講談社現代新書1883,2007年
宇野常寛『ゼロ年代の想像力』早川書房 ハヤカワ文庫JA, 2011年
大澤真幸 『不可能性の時代』 岩波新書1122, 2008年
成田龍一 『戦後史入門』 河出書房、河出文庫,2015年
テッサ・モーリス−スズキ 『過去は死なない メディア・記憶・歴史』 岩波現代文庫,2014年

授業科目名

科目NO.

表現文化論特論

LCART3305

授業コード

L236130010
単位数

Specific Lecture in Art and Representation
授業形態

担当教員名

講義

増田 聡

2単位

●科目の主題
映画や絵画のように距離をもって鑑賞される「芸術」というより、衣服のごとく身にまとう「もの」へと接近しつつあ
る21世紀初頭のポピュラー音楽環境を、複製技術、主体性の変容、産業構造と所有意識等の観点から検討する。
●到達目標
音楽文化研究への学術的アプローチに必要となる「音楽の捉え方」を獲得し、現代の日本社会における音楽環境について知見
を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
講義形式。授業計画は仮のものであり、履修者の背景や知見に応じて適宜変更する。また視聴覚資料を多用する。
第１回 イントロダクション
第２回 ウォークマンと聴衆の欲望
第３回 ブランドとしてのアーティスト、「キャラ」としてのアーティスト
第４回 音楽的主体の複層性と可変性
第５回 演奏リアリズム概念とその相対化の動向
第６回 Perfumeと初音ミクの相違
第７回 ビデオクリップ史（1）
第８回 ビデオクリップ史（2）
第９回 ビデオクリップ史（3）
第１０回 パクリと盗作
第１１回 copyrightと著作権
第１２回 複製と再生産
第１３回 ディスク文化の諸相
第１４回 芸術と物
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
参考文献を通読しておくほか、授業で言及した人名・グループ名や作品名などの固有名詞、あるいは音楽ジャンル名な
どについて、wikipediaなどのウェブ上のリソースを用いて背景知識を得ておくほか、YouTubeなどを用いて関連する楽曲
や動画などを視聴しておくこと。
●評価方法
期末レポートによる評価。
●受講生へのコメント
楽典の知識は必要としない。現代文化や文化理論について広く関心を持つ学生の履修を期待する。
●参考文献・教材
参考文献として下記をあげておく。音楽分野について卒論執筆を考えている受講生は一読しておくこと。
増田聡『聴衆をつくる—音楽批評の解体文法』（青土社）
増田聡・谷口文和『音楽未来形—デジタル時代の音楽文化のゆくえ』（洋泉社）
円堂都司昭『ソーシャル化する音楽—「聴取」から「遊び」へ』（青土社）
柴 那典『ヒットの崩壊』（講談社現代新書）

授業科目名

科目NO.

表象文化論特論

LCART3306

授業コード

L236140010
単位数

Specific Lecture in Culture and Representation
授業形態

担当教員名

講義

朴 美暻

2単位

●科目の主題
妖怪表象から見る日韓視覚文化
●到達目標
「妖怪」を素材として 20 世紀の日韓文化交流の歴史を検討し、両国の視覚文化の比較を行う。妖怪は、博物館や美術館での
展示、アニメ・マンガ・小説などへの登場など、文化的・産業的コンテンツとして好んで用いられているテーマであり、日韓それぞれ
の妖怪文化を比較・検討することで、両国の文化的特徴や差異をより良く理解することが期待できる。
●授業内容・授業計画
まずは、日本の代表的な妖怪研究（海外研究者による日本妖怪研究も含む）、日本の大衆文化・産業における妖怪作品
（アニメ・マンガ作品など）、妖怪表象が用いられた町おこし事業などについて紹介する。具体的には、オニ、河童、幽
霊などを取り上げる。上記の通り、妖怪は日本を代表する文化的表象の一つであり、その視覚文化の発展の歴史を理解す
ることは、その背後にある産業構造・メディア技術の発展の歴史を理解することにも繋がり、さらには、その時々の日本
社会全体を覆っていた空気や価値観を精神史的に理解することにも繋がる、非常に有意義なことである。
そして、韓国の妖怪ドッケビと鬼神の視覚イメージの変遷を紹介し、日本の妖怪の視覚イメージの変遷を比較しながら
考察する。他国との比較を交えて分析することで、日本における妖怪表象の特徴をより明確に理解できるようにしたい。
例えば、アジア諸国の中では日本だけが際立って妖怪の視覚化が進んでおり、韓国などでは妖怪を描いた絵画などは非常
に少ないが、こうした比較を出発点とすることで、日本がそのように「描く文化」を発展させたのは何故なのか――その
裏返しで、韓国が「描かない文化」に留まった要因はどこにあるのか――といった問いを立てて分析を進めることが可能
になり、それによって、ぞれぞれの地域の文化的特徴をより良く理解することが可能になる。
第1回 オリエンテーション : 水木しげるの『ゲゲゲの鬼太郎』など
第2回 日本のオニ1 : 『酒呑童子』の鬼と『桃太郎』の鬼など
第3回 日本のオニ2 : 『うる星やつら』のラムちゃんなど
第4回 日本の河童2 : 『遠野物語』と全国の河童伝承など
第5回 日本の河童2 : 黄桜CMとご当地キャラクターなど
第6回 日本の幽霊1 : 歌舞伎と映画『四谷怪談』など
第7回 日本の幽霊2 : 映画『リング』など
第8回 韓国のドッケビ1 : 教科書『ホップリイヤギ（瘤取）』など
第9回 韓国のドッケビ2 : アニメ『ドッケビの棒』など
第10回 韓国のドッケビ3 : ドラマ『ドッケビ』など
第11回 韓国の鬼神1 : 映画『月下の共同墓地』など
第12回 韓国の鬼神2 : ドラマ『伝説の故郷』シリーズなど
第13回 韓国の鬼神2 : 映画『女高怪談』など
第14回 韓国の九尾狐 : 映画『九尾狐』など
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業1週間前に、次回の講義に関する資料を本授業のWebサイトに掲載する。必ず事前に内容を確認し、授業に臨むこ
と。また、授業のはじめに前回の講義内容について小テストを実施する。各自講義の要点をまとめるなど、準備を欠かさ
ないようにすること。第9回目から第15回目の講義の中で約10分程度の発表、その内容をまとめて期末にレポートとして
提出。
●評価方法
出席・受講態度40点、発表・期末レポート40点、小テスト20点
●受講生へのコメント
予習のために提示する資料や映像作品に必ず目を通してから講義に参加してください。後半に予定している発表にも積
極的に参加してください。
●参考文献・教材
（参考書）朴美暻『韓国の「鬼」―ドッケビの視覚表象』、京都大学学術出版会、2015年。

授業科目名

科目NO.

比較表現論特論

LCART2101

授業コード

L236150010
単位数

Specific Lecture in Comparative Representation
授業形態

担当教員名

講義

江村 公

2単位

●科目の主題
写真はとても身近な表現媒体であるが、芸術作品は写真をどのように戦略的に活用してきたのだろうか。この講義では、
アートにおける写真の役割に注目し、写真という技術の誕生を振り返りつつ、作品の中に表現されているテーマやコンセ
プトに着目しながら、芸術表現と写真の関係性について学ぶ。また写真表現のフォーマリスティックな分析だけでなく、
作品鑑賞を通して、その主題に関連する歴史的背景や文化的多様性、グローバルな労働環境や経済など、現代社会の抱え
る様々な課題についても考えていく。
●到達目標
芸術作品における写真の役割やその変化について大まかに理解できるようになる。作品を鑑賞した際に感じることを、「なぜ」そ
のように感じるのかという点から、言葉で説明できるようになること。個々の作品の中に表現されたコンセプトや歴史的・文化的背景
を意識できるようになることが目標。
●授業内容・授業計画
授業ではプロジェクターを使い毎回多くの作品を紹介するが、それらを理解する上での基本的用語や概念を確認しなが
ら進めていく。また、テーマと関連した映像の鑑賞も行なう予定である。なお、授業計画は現時点での見取り図であり、
若干の変更の可能性がある。
第１回 はじめに――授業概要の説明など
第２回 メディアとしての写真の起源
第３回 近代芸術と写真（1）
第４回 近代芸術と写真（2）
第５回 絵画と写真の関係性
第６回 写真のリアリズムとストレート写真
第７回 演出された写真
第８回 デッドパンの美学
第９回 私写真
第１０回 コンセプチュアル・アートにおける写真の役割
第１１回 日常と「もの」
第１２回 身体とジェンダーの表現
第１３回 プロパガンダとフォトストーリーの手法
第１４回 映像鑑賞予定
第１５回 まとめーーインスタグラム時代の写真表現を考える
●事前・事後学習の内容
授業中に指示する参考文献で、授業範囲をあらかじめ予習しておくことが推奨される。また、できるかぎり作品を見る
機会を持つこと。
●評価方法
出席点（授業内容に関するコメントを含む、30％）、小レポート（30％）、学期末レポート（40％）
●受講生へのコメント
学期中はできるだけ美術館・博物館・ギャラリー等に足を運ぶだけでなく、日常生活の中でも写真の表現に着目するこ
とを心がけて下さい。さまざまな作品を鑑賞することは、あなた自身の経験を豊かにすることに寄与するはずです。
●参考文献・教材
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

表現文化講読Ⅰ

LCART3209

授業コード

L236160010
単位数

Reading in Art and RepresentationⅠ
授業形態

担当教員名

演習

海老根 剛

2単位

●科目の主題
現在の私たちの社会における視聴覚文化の特徴のひとつは、映像や音響を用いた幅広い（狭義の芸術活動に限定されな
い）文化的実践が、ソーシャル・ネットワークないしはソーシャル・ネットワークと密接に連携したオンライン・プラッ
トフォームにおいて展開し、共有される点にあります。この授業では、現在もっとも多くのユーザーを獲得している写真
共有サービス Instagram を対象として、プラットフォーム時代の映像文化を考察したレフ・マノヴィッチの著作『インス
タグラムと現代イメージ』を購読します。マノヴィッチは本書において、メディア理論、映画論、美術史といった従来の
人文学に立脚する知見を、世界各地17の都市で共有された1500万枚のインスタグラム画像の定量的分析と突き合わせる
ことで、視覚文化論のアップデートを試みています。本書の購読と受講者自身のリサーチを通して、ソーシャル・メディ
ア時代の視覚文化としての Instagram を考察します。
●到達目標
レフ・マノビッチが「文化アナリティクス」と呼ぶ、デジタル文化研究の新しい方法論に触れるとともに、現代の視聴覚文化につい
ての知見を深めることが、この授業の目標です。
●授業内容・授業計画
授業は教科書の購読と発表によって構成されます。発表担当者は、担当箇所の要点をまとめたうえで、みずからのリサ
ーチを加えて報告することを求められます。適宜、本書で言及されている映像作品などの上映も行います。また同書に収
録された関連文献も議論します。
第１回 イントロダクション
第２回 レフ・マノヴィッチのニューメディア論
第３回 メディウムとしてのインスタグラムのプラットフォーム（１）
第４回 カジュアル写真（１）
第５回 カジュアル写真（２）
第６回 プロフェッショナル写真とデザイン写真（１）
第７回 プロフェッショナル写真とデザイン写真（２）
第８章 インスタグラミズム（１）
第９章 インスタグラミズム（２）
第１０章 テーマ・フィード・シーケンス・ブランディング・フェイス・ボディー（１）
第１１章 テーマ・フィード・シーケンス・ブランディング・フェイス・ボディー（２）
第１２章 テーマ・フィード・シーケンス・ブランディング・フェイス・ボディー（３）
第１３章 関連文献の議論（１）
第１４章 関連文献の議論（２）
●事前・事後学習の内容
教科書の当該箇所を必ず精読したうえで授業に出席すること。
●評価方法
発表、レポート、授業参加度によって評価する。
●受講生へのコメント
この授業を受講する者は、必ず事前にインスタグラムのアカウントを用意しておくこと。
あらかじめインスタグラムの基本機能に慣れ親しんでおくことが望ましい。
インスタグラムのようなプラットフォームは非常に変化が激しいので、マノヴィッチの考察が必ずしも現在のインスタ
グラムに当てはまるとは限りません。発表の際には、担当箇所の主題に合わせて、みずからインスタグラムのプラットフ
ォームでリサーチを行い、発表時に報告すること。
演習という授業の性格上、受講希望者多数の場合、履修を制限することがあります。
●参考文献・教材
教科書：レフ・マノヴィッチ著 久保田晃弘・きりとりめでる共訳・編著 『インスタグラムと現代視覚文化 レフ・マノヴィッチのカル
チュラル・アナリティクスをめぐって』、ビー・ビー・エヌ新社、2018年。

授業科目名

科目NO.

表現文化講読Ⅱ

LCART3210

授業コード

L236170010
単位数

Reading in Art and RepresentationⅡ
授業形態

担当教員名

演習

小田中 章浩

2単位

●科目の主題
西洋演劇には、古代ギリシャ演劇のソポクレスやエウリピデス、シェイクスピアが活躍したイギリスのエリザベス朝演
劇、近代ドラマの基礎を作ったノルウェーのイプセン、ロシアのチェーホフ、あるいは20世紀の演劇に決定的な転機をも
たらしたイタリアのピランデルロやドイツのブレヒト、さらにアイルランドのベケットやアメリカのテネシー・ウィリア
ムズなど、重要な劇作家が存在する。しかし今日では大学の授業においても、これらの作家の作品に接する機会は希であ
る。この授業のテーマは、西洋の代表的な戯曲（ドラマ）に親しむことである。
●到達目標
上に述べたように、この授業では西洋演劇を代表する上記の作家の代表作に親しんでもらうことを目標とする。またこれらの作品
を理解するには、それらが上演された時代背景、劇場の構造、あるいは作品が書かれた世界観について知識が不可欠である。こ
の種の知識を伝授することも授業の目的である。
●授業内容・授業計画
受講者は教師が予め指定する戯曲（ドラマ）を事前に読み、その内容について順番に報告した上でディスカッションを
行う。必要に応じて教師がその構造や背後にある世界観について説明する。
第１回 ガイダンス
第２回 古代ギリシャ演劇：ソポクレスの『オイディプス王』
第３回 古代ギリシャ演劇：エウリピデスの『メデイア』
第４回 エリザベス朝演劇：シェイクスピアの『ハムレット』
第５回 17世紀フランス演劇：モリエールの『人間嫌い』
第６回 ロマン主義の演劇：ミュッセの『ロレンザッチョ』
第７回 19世紀の演劇：イプセンの『人形の家』
第８回 19世紀の演劇：チェーホフの『三人姉妹』
第９回 19世紀の演劇：ストリンドベリの『令嬢ジュリー』
第１０回 20世紀の演劇：ピランデルロの『作者を探す六人の登場人物』
第１１回 20世紀の演劇：ブレヒトの『胆っ玉おっ母とその子供たち』（『アンナの子連れ従軍記』）
第１２回 20世紀の演劇：テネシー・ウィリアムズの『欲望という名の電車』
第１３回 20世紀の演劇：アーサー・ミラーの『セールスマンの死』
第１４回 20世紀の演劇：ベケットの『ゴドーを待ちながら』とイヨネスコの『授業』
第１５回 講義のまとめ：モダンドラマからポストドラマ演劇へ
●事前・事後学習の内容
受講者は教師が予め指定する戯曲（ドラマ）を事前に読んでおくことが求められる。授業では毎回課題となるドラマに
関して、どこが、どのようにおもしろいのか（あるいはどこがつまらないのか、理解不能なのか）についてディスカッシ
ョンに参加することが必要である。戯曲は安価なものは各自で購入し、入手が困難なものについては教員がプリントで配
布する。
●評価方法
自分に与えられた戯曲に関する報告、ならびに授業でのディスカッションへの貢献度（50%）と、期末に提出するレポー
ト（50%）によって評価する。
●受講生へのコメント
西洋の代表的な戯曲（ドラマ）の内容を知ることは、それ以外のドラマ（たとえば映画やテレビドラマ）の構造につい
て考える場合にも有益である。また文学の一形式としての戯曲の読み方に慣れておくことも必要であろう。
●参考文献・教材
教科書 小田中章浩『モダンドラマの冒険』（和泉書院、2014）

授業科目名

科目NO.

表現文化講読Ⅲ

LCART3211

授業コード

L236180010
単位数

Reading in Art and RepresentationⅢ
授業形態

担当教員名

演習

中島 那奈子

2単位

●科目の主題
この授業では、ダンスとは何かを様々な仕方で考えるのが主題です。舞台芸術の分野においては近年ドラマトゥルクと
いう役割が取り入れられつつあります。ダンスでのドラマトゥルクとは振付家をその創作過程から支え、劇場での番組構
成や教育普及などの仕事を行う役職です。この授業では、ダンスとは何かを歴史やテーマに沿って考えながら、ダンスド
ラマトゥルクの具体的な役目である、ダンスの理論と実践を融合させていくことを試みます。受講生の発表で取り上げて
いく関連テクストやダンス、パフォーマンスは一回目の授業で提示しますが、受講生の希望も受け付けます。
●到達目標
ダンスとは何かを考えることによって、自分と社会や環境との関わりや、他者への理解に繋げていくことを目指します。欧米と日本、
アジアのダンス的なものを概観しつつ、それを理論的に上演分析し議論する過程で、ダンスにおいてドラマトゥルクが果たす役割
への理解も深めます。
●授業内容・授業計画
第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明します。
第２回 ダンスのドラマトゥルギー ダンス創作での実践と理論の関係について説明します。
第３回 ダンスドラマトゥルクの仕事 ダンスにおけるドラマトゥルクの仕事を取り上げます。上演分析の練習。
第４回〜第13回 受講生の発表とディスカッション
第14回 授業全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
授業開始前に指示した文献を読み、関連する作品のAV 資料を必ず見ておくこと。
●評価方法
平常点 50% 担当する発表で、ダンスの理論と実践をどこまで説得力をもって繋ぎ合わせているか。また他の発表者
による議論に、どこまで積極的に関わっているか。
最終レポート 50% 授業で発表した内容をどこまで深化させているか。
●受講生へのコメント
普段からできるだけ沢山のダンス作品をみて、理論的な考察を行うようにするといいでしょう。また様々な地域や社会
でおきていることと、ダンスを重ねて考えてみることを心がけてください。
●参考文献・教材
一回目の授業で指示します。

授業科目名

科目NO.

美術史通論

LXGEN3201

授業コード

L200110010
単位数

Outline of Art History
授業形態

担当教員名

講義

宮下 規久朗

2単位

●科目の主題
西洋美術史の基礎をなす様式論の基礎とキリスト教の基本的な理解
●到達目標
美術作品を客観的に分析し、美術を学問としてとらえることの重要性を学ぶ
●授業内容・授業計画
美術というものは趣味や主観で見るものではありません。人類の文化の中心となる 表現手段であり、意味を読み解く
ものです。そのためにはある程度の知識が必要です。この講義は、先進国では例外的に日本の教育制度で抜け落ちている
「美術史」という 学問の基礎について、主に西洋美術を題材にして学びます。 講義中、最低一度は大阪市立美術館など
の展覧会に行き、現地で解説します。
第１回 美術史とは何か
第２回 西洋美術の読み方
第３回 美術史学の成立
第４回 美術史の基礎概念
第５回 キリスト教と美術
第６回 宗教美術の成立
第７回 偶像と聖像
第８回 地母神から聖母へ
第９回 聖母図像の変遷
第１０回 聖母図像の伝播
第１１回 聖人と聖女
第１２回 イコノロジーの基礎
第１３回 イコノロジーの応用
第１４回 実地演習（美術館見学）
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
教科書・参考文献の購読のほか、授業中に指定する展覧会に足を運ぶ。
●評価方法
出席点（４０％）と試験成績（６０％）の総合
●受講生へのコメント
たくさんのスライドを見せる講義なので、毎回の出席が必須です。作品を見てその場で 意見を述べてもらうので、少
しでも美術に興味のある学生を歓迎します。
●参考文献・教材
教科書：宮下規久朗『バロック美術の成立』山川出版社、２００３年。

授業科目名

科目NO.

民俗学

LXGEN3202

授業コード

L200120010
単位数

Folklore
授業形態

担当教員名

講義

菊地 暁

2単位

●科目の主題
民俗学とは、人間の「せつなさ」と「しょうもなさ」に寄り添う学問ではないかと思う。普通の人々が日々の暮らしの
なかから創り上げ、承け伝えてきたコトバ、モノ、ワザといった営みの総体、そしてその結果として存在する「私たち自
身」を「民俗資料」と名付け、そこから、文字資料には決して書き残されることのなかった普通の人々の歴史を探ること
を試みる学問である。本講義は、民俗学の目的と方法を、その創始者・柳田国男（1875－1962）の学問的生涯に即して概
略した上で、衣食住、経済生活、社会集団、等々の個別分野を論じる予定である。
●到達目標
民俗学の基本的な考え方と資料操作を理解する。
●授業内容・授業計画
以下の要領で実施する予定である。
第１回 使用上の注意
第２回 柳田国男の生涯
第３回 民俗学の方法
第４回 たべる－食－
第５回 すむ－住－
第６回 きる－衣－
第７回 生活史作成の注意1
第８回 はたらく－生産・生業－
第９回 はこぶ－交通・運輸－
第１０回 とりかえる－交換・交易－
第１１回 生活史作成の注意2
第１２回 つどう１－血縁－
第１３回 つどう２－地縁－
第１４回 つどう３―社縁－
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
講義ごとにその回の講義テーマに関するミニ・レポートを課すので、その課題に即して事後学習を行うこととなる。事
前学習は各自の判断に委ねる。
●評価方法
授業中に課すミニ・レポート（4点満点×10回）および期末レポート（ライフヒストリーレポート、60点満点）によって
評価する。
●受講生へのコメント
知的好奇心の旺盛な受講生を歓迎する。また、民俗学に限ったことではないが、学問を学ぶ以上、「事実と論理」の前
にひざまづく覚悟が肝要である。
●参考文献・教材
教科書は特に指定しない。以下はいずれも参考文献。
菊地暁2001『柳田国男と民俗学の近代－奥能登のアエノコトの二十世紀－』吉川弘文館
菊地暁［編］2005『身体論のすすめ』丸善
菊地暁［編］2012～『ライフヒストリーレポート選』京都大学民俗学研究会
高取正男1975『日本的思考の原型－民俗学の視角－』講談社現代新書

授業科目名

科目NO.

文化人類学概論Ⅰ

LXGEN3203

授業コード

L200130010
単位数

Introduction to Cultural AnthropologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

多和田 裕司

2単位

●科目の主題
本講義は、文化人類学の中心的概念である「文化」についての理解を深めることを目的とする。人間の行動は知らず知
らずのうちに文化によって拘束されている。その一方で、自らの行動をとおして文化を創り上げ、それを変化させてきた
のも他ならぬ人間である。講義では、このような人間行動と文化のダイナミックな関係をあきらかにし、文化を動態的に
把握する方法について考えていく。
●到達目標
本講義は、受講生が、(1)文化概念、(2)「異」文化理解をめぐる諸問題、(3)動態としての文化等の諸点について、文化人類学に
おける代表的議論を把握するとともに、その作業を通して文化について考察するための自らの立脚点を作り上げることを到達目標
とする。
●授業内容・授業計画
授業は、毎回の課題として設定される基本文献の事前学習を前提に、当該文献についての解説および授業参加者による
討論を通しての内容理解という形で進められる。なお個別の授業計画およびそこで扱われるテーマは以下の通りである。
第１回 オリエンテーション：講義のポイント、授業の進め方、課題文献の紹介、評価方法についての説明
第２回 人類学における文化概念（テーマ解説）：人類学は文化をどうとらえてきたか
第３回 人類学における文化概念（1）
第４回 人類学における文化概念（2）
第５回 人類学における文化概念（3）
第６回 「異」文化理解をめぐる諸問題（テーマ解説）：多文化主義と「文明の衝突」論、文化相対主義の可能性と限
界、オリエンタリズム
第７回 「異」文化理解をめぐる諸問題（1）
第８回 「異」文化理解をめぐる諸問題（2）
第９回 「異」文化理解をめぐる諸問題（3）
第１０回 動態としての文化（テーマ解説）：越境する文化、伝統の創造、世俗化と宗教復興
第１１回 動態としての文化（1）
第１２回 動態としての文化（2）
第１３回 動態としての文化（3)
第１４回 総合討論
●事前・事後学習の内容
毎回設定される課題文献を事前に読んだ上で、内容についての要点整理、疑問点の洗い出し等を行っておくこと。
●評価方法
平常点をもとに総合的に評価する。平常点は、課題文献に関する議論のさいの発言回数を基礎として算出する。授業に
積極的に関わらない者（出席していても議論に参加しない者など）については評価しない。
●受講生へのコメント
各回の課題文献や授業の進め方についてはオリエンテーション時に説明するので、受講希望者は必ず出席すること。な
お本講義には演習的な授業形態も取り入れているので、受講希望者はこの点を了解した上で受講すること。
●参考文献・教材
オリエンテーション時に指示する。

授業科目名

科目NO.

文化人類学概論Ⅱ

LXGEN3204

授業コード

L200140010
単位数

Introduction to Cultural AnthropologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

多和田 裕司

2単位

●科目の主題
本講義は、文化人類学の立場から、文化の越境、拡散、共通化などの状況を、より具体的なテーマに即して検討する。
とくに(1)文化のグローバル化とナショナリズム、(2)現代消費社会における文化、(3)現代社会における文化の力など、従
来の本質主義的な文化観ではとらえることの出来ない文化現象について考察することで、現代社会に特有な文化のあり
方についての理解を深めていく。
●到達目標
本講義は、受講生が、現代世界における文化の重要性および文化をめぐる状況の複雑さを理解するとともに、文化人類学にお
ける比較的新しい研究テーマについての知見を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
授業は、毎回の課題として設定される基本文献の事前学習を前提に、当該文献についての解説および授業参加者による
討論を通しての内容理解という形で進められる。なお個別の授業計画およびそこで扱われる題材は以下の通りである。
第１回 オリエンテーション：講義のポイント、授業の進め方、課題文献の紹介、評価方法についての説明
第２回 グローバル化とナショナリズム（テーマ解説）：文化のグローバル化、越境と混淆、文化ナショナリズム
第３回 グローバル化とナショナリズム（1）
第４回 グローバル化とナショナリズム（2）
第５回 グローバル化とナショナリズム（3）
第６回 現代消費社会における文化（テーマ解説）：文化と消費社会、マクドナルド化、ポストモダン消費論
第７回 現代消費社会における文化（1）
第８回 現代消費社会における文化（2）
第９回 現代消費社会における文化（3）
第１０回 現代社会における文化の力（テーマ解説）：ソフトパワー論、文化と地域振興、文化の力
第１１回 現代社会における文化の力（1）
第１２回 現代社会における文化の力（2）
第１３回 現代社会における文化の力（3）
第１４回 総合討論
●事前・事後学習の内容
毎回設定される課題文献を事前に読んだ上で、内容についての要点整理、疑問点の洗い出し等を行っておくこと。
●評価方法
平常点をもとに総合的に評価する。平常点は、課題文献に関する議論のさいの発言回数を基礎として算出する。授業に
積極的に関わらない者（出席していても議論に参加しない者など）については評価しない。
●受講生へのコメント
各回の課題文献や授業の進め方についてはオリエンテーション時に説明するので、受講希望者は必ず出席すること。な
お本講義には演習的な授業形態も取り入れているので、受講希望者はこの点を了解した上で受講すること。
●参考文献・教材
オリエンテーション時に指示する。

授業科目名

科目NO.

観光文化論

LXGEN3205

授業コード

L200390010
単位数

Lecture in Culture and Tourism
授業形態

担当教員名

講義

天野 景太

2単位

●科目の主題
現代日本・大阪におけるニュー・ツーリズムの観光文化論を主たるテーマとします。観光文化とは、観光者や観光事業
者といった主体が紡ぎ出す観光経験や観光形態の諸相、あるいは、観光を通じた文化の交流等により生成、展開していく
地域文化の諸相のことで、場所や時代によってさまざまな展開をみせています。特に近年においては、「見物」や「遊楽」
といった昔ながらの観光スタイルだけではなく、各地で体験型観光や地域独自の魅力の発掘、持続可能な観光の推進など
に象徴されるような新しい観光文化（ニュー・ツーリズム）のあり方が模索されています。本科目では、これらのニュー・
ツーリズムがもつ文化的な特質の解読を通じて、観光文化のダイナミズムに関して検討します。
●到達目標
授業の内容を自分の身近な地域において展開する具体的な観光文化の考察に敷衍することで、観光文化の多様性に関して理
解を深められるようにします。また、現在政府（観光庁）の施策としても「ニュー・ツーリズム創出・流通促進事業」が推進されるように
なっていますが、それらの批判的検討を含め、観光を一つの文化現象として総合的、相対的に捉える視点を獲得出来るようにしま
す。さらに、文化ガイドなど、地域における観光文化の担い手として実際に活躍するための素養を身につけられるようにします。
●授業内容・授業計画
以下の内容に関して、講義形式で行います。
第１回 ガイダンス～現代における観光文化の諸相と変容
第２回 飽くなき食文化の探求～フードツーリズム
第３回 “湯治”から“メタボ対策”へ～ヘルスツーリズム
第４回 2025年大阪万博「成功」の可能性を探る～イベントツーリズム
第５回 「真田丸」の足跡を訪ねる～コンテンツツーリズム
第６回 「大人の社会見学」は浸透するのか～インダストリアルツーリズム
第７回 世界中から人々訪れる日本橋オタロード～サブカルチャーツーリズム
第８回 昭和の追憶と郷愁の彼方へ～レトロツーリズム
第９回 千社詣からポケモンGOまで～ゲーミングツーリズム
第１０回 被災の記憶の継承から復興への願いをかたちに～ダークツーリズム、ボランティアツーリズム
第１１回 観光を通じた都市と農村の交流～グリーンツーリズム
第１２回 観光は「エコ活動」につながるのか？～エコツーリズム(1)
第１３回 観光振興と環境保護は両立できるか？～エコツーリズム(2)
第１４回 「廃」なるものの固有価値を探して～ヘリテージ・ツーリズム
●事前・事後学習の内容
ニュースなどを通じて日頃から講義内容に関連する観光に関する動向についての情報収集を行って下さい。その上で自
身で構想するニューツーリズムの企画、実施の可能性についてのシミュレーションが求められます。
●評価方法
毎回の授業の最後に、コミュニケーションペーパーに授業内容を受けての自らの考察を記してもらいます。そのコミュ
ニケーションペーパーの解答の積み重ね（30％）と、中間レポート（35％）、期末試験（35％）により評価します。ただ
し、コミュニケーションペーパーへの回答数（≒出席数）が、10回未満の場合、中間レポートや期末試験の評定にかかわ
らず、原則としてF評価となります。なお、授業開始後30分以上の遅刻は欠席扱いとなります。
●受講生へのコメント
本科目は文学部共通の専門科目であると同時に、大阪市立大学文学部履修証明プログラム「大阪文化ガイド＋講座」の
必修科目となっています。この意味で、大阪を中心とした関西の事例を取り上げ、身近な地域における今後の観光文化の
あり方について考えてもらえることを意識しつつ講義します。また授業中に写真や映像などのビジュアルな資料を豊富
に呈示します。板書はほとんど行わないので、講義内容をリアルタイムに考察、整理しながらメモをとっていくことが求
められます。受講者は単に授業の内容を記憶するだけではなく、授業の内容と自分の過去の観光体験等とをリンクさせつ
つ、理解・考察する姿勢をもって授業に臨んでください。また、観光や異文化コミュニケーションに関してより深く探求
したい学生は、観光現象に関してより複眼的な視野を獲得する意味で「観光文化実践演習」
「日本文化発信のための英語」
「文化人類学概論」、全学共通教育の「観光研究入門」「観光と文化」などを並行履修することを推奨します。
●参考文献・教材
必要に応じて授業中に紹介します。また、観光文化に関するup to dateな話題は、新聞やインターネット等を通じて入手してくだ
さい。

授業科目名

科目NO.

観光文化実践演習

LXGEN3206

授業コード

L200400010
単位数

Seminar and Practice in Culture and Tourism
授業形態

担当教員名

演習

天野 景太

2単位

●科目の主題
履修者各自の地元、あるいは大阪市およびその周辺地域を対象として、インタープリテーション（ガイド）の企画と実
践、ガイドマップの作成、観光モデルコースのデザイン、などをワークショップ形式で行います。出来上がった成果物は、
ボランティアガイドの方々には各自の実践活動に役立てていただければと思います。履修者の人数により、ガイドマップ
づくりやモデルコースづくりに関しては、数人のグループ単位で実施する可能性もあります。
●到達目標
着地型観光の企画、フィールドワーク、観光メディアの編集、観光モデルコースのデザインなどの総合的な実践を通じて、地域資
源の発掘、魅力の洗い出し、他者への呈示の工夫など、自身が観光文化の担い手として活躍できるための基礎的な素養を体得し
ていただくことを目指します。そのため、観光・旅行に興味があったり、観光業界への就職を目指す学生のみならず、文化の発信、
異文化コミュニケーション、インスタグラム、まち歩き、イベントの企画や運営、広告などに興味を持つ学生の履修も歓迎します。
●授業内容・授業計画
授業は3つのパートに分けて行います。第一に、地域資源の発掘と呈示の実践として、地元を歩きその地域の文化的実
態を観察、記録、さらにそれらの魅力を観光客などの訪問者に呈示するための工夫を考え、発表します。第二に、観光ガ
イドマップの作成の実践として、各自のなじみのある地域をプリントメディアに表現することで、地域文化を呈示する工
夫を考え、発表します。第三に、観光モデルコースの企画の実践として、多様な文化的背景をもつ観光客に対して、周遊
旅行やまち歩きのプロデュースを想定したプランをデザイン、発表します。また、履修者の関心に応じて、旅行会社のツ
アープロデューサーなど観光実践の第一線で活躍されている方をゲストスピーカーとして招聘することも検討します。
第１回 ガイダンス
第２回 観光文化を創造する・地域文化のリアリティへの感応力を磨く！（講義形式）
第３回 観光的魅力の洗い出しから文化の呈示の実際（講義形式）
第４回 フィールドノートからく地域文化の呈示へ（実習）
第５回 インタープリテーション（ガイド）の実践(1)（発表と討論）
第６回 インタープリテーション（ガイド）の実践(2)（発表と討論）
第７回 観光メディアをデザインする～絵地図をつくる（講義形式）
第８回 ガイドマップづくり（実習）
第９回 ガイドマップのプレゼンテーション(1)（発表と討論）
第１０回 ガイドマップのプレゼンテーション(2)（発表と討論）
第１１回 観光行動をデザインする～まち歩きのデザイニング（講義形式）
第１２回 観光モデルコースづくり（実習）
第１３回 観光モデルコースのプレゼンテーション(1)（発表と討論）
第１４回 観光モデルコースのプレゼンテーション(2)（発表と討論）
●事前・事後学習の内容
授業内容に示したとおり、授業全体を通じて、最低3回の成果発表が求められます。そのための現地取材を含む下準備、
資料の作成、発表後に得られた知見に基づく事後の修正やさらなる完成度の向上が、主たる学習内容です。
●評価方法
各パートにおける発表と討論を中心とした平常点により評価します。平常点は、実習の成果および発表（70％）、討論
への参加度（30％）に関して加点方式で評価します。ただし、出席率が70％を下回った場合、3つのパートにすべてにお
いて発表がなされなかった場合、原則としてF評価となります。
●受講生へのコメント
授業時間は、主に各自の成果物の発表と討論の場となります。そのため、ガイドマップやガイド資料などの制作のため
の現地取材、観光パンフレットなど既存のメディアのレビューなど、授業時間外に於ける各自の活動が多くのウエイトを
占めます。そのための相応の時間的、場合によっては金銭的な負担が発生することを了解の上、履修を検討してください。
＊「大阪文化ガイド＋講座」受講者の方へ：本科目と他の科目との関係ですが、「大阪の歴史演習」や「大阪の地理」
などの科目の受講で得られた個々の大阪の歴史や文化に関する知識を、第一に観光プロデュースという視点から捉え直
してみること、第二に個々の観光スポット（点）をマップやトラベルプランに展開し、線や面として表現することが（本
科目の）眼目です。
●参考文献・教材
担当教員の他の授業等において過去に制作した観光ガイドブック（『Re:すみよし』『大阪平野レトロさんぽ』）などの学生が主体と
なって制作された冊子や、各地の観光案内所等で配布されているパンフレット、着地型観光のツアーパンフレットなどがプライマリ
な参考資料となります。そのほか、観光文化の呈示の実践に関する参考文献として、西村幸夫編著『観光まちづくり：まち自慢から
はじまる地域マネジメント』学芸出版社、などがあります。

授業科目名

科目NO.

広報情報論Ⅱ

LXGEN3208

授業コード

L200160010
単位数

Advertisements and InformationⅡ
授業形態

担当教員名

講義

西澤 萠黄

2単位

●科目の主題
スマートフォンの普及によって、ニュースや情報はインターネットから「知りたいとき」に「いつでも」入手できるよ
うになり、新聞・テレビなど従来のマスメディアが利用される割合は低下してきている。一方、ネット上には真偽不明の
情報やいわゆるフェイクニュースも存在し、社会全体の課題を議論・検討するために、裏付けのある情報の必要性は益々
高まっている。この科目では、地上波テレビ放送を中心にマスメディアの仕組みや歴史を踏まえながら、マスメディアが
社会に必要とされる情報を提供するために何をしているのか、また今後必要とされるための課題は何かを考える。
●到達目標
地上波テレビを中心に、放送事業の仕組みや制度、さらにマスメディアの実態を理解し、ネットも含めたメディアとの接し方や問
題点・今後の課題を認識する。
●授業内容・授業計画
地上波テレビで実際に放送されている番組をいくつかのジャンルに分けて、番組制作の歴史や実態、技術の変遷などを
説明する。また画面を見ているだけではわからない収入構造や経営の実情、放送局ならではの組織や依って立つ法令・規
範なども合わせて解説する。
第1回 ガイダンス、放送事業者いろいろ
第2回 放送局の組織と人
第3回 地上波テレビのネットワークと番組
第4回 番組編成と視聴率
第5回 放送局の収入と視聴率
第6回 デジタル化と経営環境の変化
第7回 ニュースの現場 変わるものと変わらないもの
第8回 バラエティ番組と演出
第9回 情報番組と地域情報
第10回 誰もが安心して見られる番組・CMのために
第11回 アニメ・ドラマなどストーリー系番組の変遷
第12回 放送外収入の現状 海外に向けて
第13回 デジタルコンテンツへの取り組み
第14回 これからの放送局の課題
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
授業内容を参考にして、自分がいつも情報を入手しているメディアとは別のメディアに接触し、報じ方や扱い方を比較
したり、疑問に感じたことを調べたりして、自分とは違う視点を研究すること。
●評価方法
試験＝55％
論述式を予定。
日常点・その他＝45%
毎講義ごとに「コミュニケーション・カード」提出で出席点とする。
●受講生へのコメント
マスメディアだけが情報発信機器を所有してマスコミュニケーションを担っていた時代とは違って、今はスマホひとつ
で誰もが情報発信できます。ただ、情報発信が簡単になったからといって、それに伴う発言者としての責任が軽くなった
わけではありません。またメディアが多様化して世の中に流通する情報量が膨大になった分、情報を受け取る側も情報を
選び取る力が必要になっています。誰もが情報の受け手であり送り手である今、情報発信を業とするマスメディアの在り
方を知って、多角的な情報のとらえ方を考える契機にしてほしいと思います。疑問や質問を寄せてもらえば、授業内でで
きる限りこたえるようにします。
また、メディアをめぐっては、日々新しい事象が発生しますので、それに合わせて授業内容を変えることがあります。
●参考文献・教材
参考文献＝特になし。必要に応じて紹介する。
教材＝在局映像など、講師側で適宜用意する。

授業科目名

科目NO.

マス・コミュニケーション論Ⅰ

LXGEN3209

授業コード

L200170010
単位数

Mass Communication StudiesⅠ
授業形態

担当教員名

講義

湯谷 茂樹

2単位

●科目の主題
過去から現在までの新聞報道を題材にしてマスメディアの役割を考察する。その過程で、ジャーナリズムのあり方を探
り、さまざまな社会問題の背景や現代史の基礎知識なども学ぶ。
●到達目標
新聞報道を中心としたマスメディアの考察を通じ、情報を判断する力、社会の諸問題に向き合う力を獲得する。また、社会の諸問
題を理解するツールとして新聞を読み、活用するコツを身につける。
●授業内容・授業計画
下記のテーマについて新聞報道を題材にマスメディアの役割を考察する。
（テーマは変更する可能性がある）
テーマにより小論文を課し、
メールで提出してもらった小論文の講評を行うこともある。
素材となる新聞記事などは授業で配布する。
第1回 メディア概論①ニュースはいかに作られるか。
第2回 メディア概論②新聞の歴史。
第3回 日本と韓国・北朝鮮
第4回 米軍基地問題
第5回 ヘイトスピーチ
第6回 事件報道とえん罪
第7回 社会の「安全」と監視
第8回 災害列島日本
第9回 原発と再生可能エネルギー
第10回 日本と中国
第11回 過労死・ブラック企業
第12回 格差と貧困
第13回 憲法改正
第14回 戦争と平和
●事前・事後学習の内容
「授業内容・授業計画」の欄でも記したように、講義テーマにそった小論文を課すことがある。小論文は授業中に執筆
するのではなく、締め切りまでにメールで提出する。また、日々新聞に目を通してもらいたい。
●評価方法
小論文の評価など＝50％
試験＝50％ （最終授業で提示するテーマで書いてもらう）
●受講生へのコメント
私たちが生きる社会の出来事について、さまざまな情報が発信されている。なかには意図的に誤った情報が発信される
フェイクニュースもある。様々に発信される情報について考え・判断する際、新聞は重要なツールだ。新聞記者としての
経験を踏まえ、小論文を通じたみなさんとのやりとりも交え、情報をいかに判断し、社会の諸問題にどう向き合っていっ
たらいいのか、考えていきたい。
●参考文献・教材
教科書は使わない。必要に応じ新聞記事などのプリントを配布する。
理解を深めるための参考文献には次のようなものがある。
「新聞と戦争」（朝日新聞出版）、「戦争と新聞」「スノーデン、監視社会の恐怖を語る 独占インタビュー全記録」（以上毎日新聞
出版）、「検証 戦争責任 ＜上・下＞」（中公文庫)、「太平洋戦争と新聞」（講談社学術文庫）、「ジャーナリズムの可能性」「ヘイト・
スピーチとは何か」「日本の近現代史をどう見るか」（以上岩波新書）、「兵器と大学」「相模原事件とヘイトクライム」「データでわかる
世界と日本のエネルギー大転換」「就活とブラック企業」（以上岩波ブックレット）、「20世紀事件史 歴史の現場」（毎日新聞社）

授業科目名

科目NO.

中国古典語Ⅰ

LXGEN3211

授業コード

L200190010
単位数

Classical ChineseⅠ
授業形態

担当教員名

講義

垣内 智之

2単位

●科目の主題
日本における中国古典語（漢文）受容の歴史を辿ったうえで、漢文という外国語を日本語に翻訳する訓練を行なう。
●到達目標
主に江戸時代に出版された和刻本漢籍（訓点が付けられた中国語文献）を資料として中国古典に触れることで、同じ文章に対し
ても異なる訓読が行なわれてきた事実を確認する。あわせて、自らが訓読する際にどのような基準に立つべきか、中国語の語法、
日本語の文法を踏まえて考察することを目標とする。
●授業内容・授業計画
高校生向けの参考書などには、漢文は〈句形〉を暗記したうえで訓読すべきとするものもあるが、現在一般的に行なわ
れている訓読法は、長い歴史のなかで生み出された様々な読み方を元にして整理されたものであり、訓読に唯一絶対の規
則があるわけではない。
本講義では、まず漢文が日本語に与えた影響などを考えたうえで、現代中国語と古典中国語の違いと共通点、古典中国
語における書き言葉と話し言葉の違いなどを確認する。そのうえで、日本における漢文訓読の歴史を辿り、訓読において
許容される幅を考えながら、実際に読解の訓練を行なう。
第１回 日本語と漢文
第２回 古典中国語と現代中国語／文言と白文
第３回 「漢文教授ニ関スル調査報告」（明治45年官報8630号）を読む
第４回 工具書の使い方
第５回 資料選読①
第６回 資料選読②
第７回 資料選読③
第８回 資料選読④
第９回 資料選読⑤
第１０回 資料選読⑥
第１１回 資料選読⑦
第１２回 資料選読⑧
第１３回 資料選読⑨
第１４回 資料選読⑩
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
第１・２回の事前学習
高校等で学習した内容を振り返り、可能であれば、使用していた参考書等を確認すること。
第３回以降の事前学習
講義時等に配布する事前学習用資料を読んでおくこと。課題については、資料配付時に指示する。
事後学習
限られた時間のなかで、訓読するうえで重要な語句や語法を網羅的に取り上げるのは不可能である。講義後は、講義
内容について整理するとともに、関連する語句や語法等について、漢和辞典や参考書を利用して各自で確認すること。疑
問点があれば、次回の講義時に質問できるように準備すること。
●評価方法
評価の割合は、平常（50％）、期末試験（50％）を基準とする。
講義中にも、訓点の付け方，書き下し，現代日本語訳などの実力を試す問題に取り組んでもらう。これらの点数のほか、
発表内容、受講態度などで平常評価を算出する。
●受講生へのコメント
第4回以降、訓読の訓練にあたっては漢和辞典を持参すること。
後期の「中国古典語Ⅱ」と連続して受講することが望ましい。
●参考文献・教材
テキストは指定しない。随時、複写資料を配布する。
参考文献
戸川芳郎監修『全訳 漢辞海 第四版』（三省堂）
江連隆著『漢文語法ハンドブック』（大修館書店）

授業科目名

科目NO.

中国古典語Ⅱ

LXGEN3212

授業コード

L200200010
単位数

Classical ChineseⅡ
授業形態

担当教員名

講義

垣内 智之

2単位

●科目の主題
前期の「中国古典語Ⅰ」に引き続き、中国古典語（漢文）受容の歴史を辿りつつ、漢文という外国語を日本語に翻訳す
る訓練を行なう。
●到達目標
主に江戸時代に出版された和刻本漢籍（訓点が付けられた中国語文献）を資料として読解の訓練を行ない、漢文訓読の力をさ
らに高めることを目標とする。あわせて、中国古典文献を扱う際の基本的な手続きを確認する。
●授業内容・授業計画
前期の「中国古典語Ⅰ」の内容を踏まえつつ、訓読の訓練を行ない、自らが訓読する際の基準を確立していく。
後期の講義では、目録における著録状況の確認や解題の読解を通じて個々の文献の性格を知るといった、中国古典文献
を扱う際の基本的手続きの確認を通じて、中国古典文献の全体像を概観する。また、陰陽や五行といった基本的な概念に
ついても確認し、中国文化に対する認識を深める。
第１回 訓読の変遷
第２回 中国古典文献と目録学
第３回 儒教経典概説
第４回 注釈の読み方
第５回 資料選読①
第６回 資料選読②
第７回 資料選読③
第８回 資料選読④
第９回 資料選読⑤
第１０回 資料選読⑥
第１１回 資料選読⑦
第１２回 資料選読⑧
第１３回 資料選読⑨
第１４回 資料選読⑩
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
第１回の事前学習
漢文に関する既習事項を確認しておくこと。
第２回以降の事前学習
講義時等に配布する事前学習用資料を読んでおくこと。課題については、資料配付時に指示する。
事後学習
限られた時間のなかで、訓読するうえで重要な語句や語法を網羅的に取り上げるのは不可能である。講義後は、講義
内容について整理するとともに、関連する語句や語法等について、漢和辞典や参考書を利用して各自で確認すること。疑
問点があれば、次回の講義時に質問できるように準備すること。
●評価方法
評価の割合は、平常（50％）、期末試験（50％）を基準とする。
前期に引き続き、講義中に訓点の付け方，書き下し，現代日本語訳の実力を試す問題に各自で取り組んでもらう。これ
らの点数のほか、受講態度、発表内容などで平常評価を算出する。
●受講生へのコメント
漢和辞典を必ず持参すること。
前期の「中国古典語Ⅰ」と連続して受講することが望ましい。
●参考文献・教材
テキストは指定しない。 随時、 複写資料を配布する。
参考書
戸川芳郎監修『全訳 漢辞海 第四版』（三省堂）
江連隆著『漢文語法ハンドブック』（大修館書店）

授業科目名

科目NO.

ラテン語Ⅰ

LXGEN2103

授業コード

L200230010
単位数

LatinⅠ
授業形態

担当教員名

演習

佐藤 義尚

2単位

●科目の主題
ラテン語の初歩を学ぶ．古代ローマから近世にいたるまで哲学，文学は言うに及ばず，法律，自然科学の書物もラテン
語で書かれている．ラテン語は長期にわたって西欧文化の表現手段であった．西欧の諸言語，文化はラテン語という母胎
から産み落とされてきたという事実はもう少し知られてもいいだろう．ラテン語を知らずして西欧の理解はありえない
●到達目標
古代，中世，近世にラテン語で書かれた文献が読解できるようになることを目標とする．
フランス語，イタリア語などの近代語を生み出した言語を学ぶことで，これらの言語の仕組みがより深く理解できるようになることを
目標とする．
●授業内容・授業計画
授業は教科書にそってすすむ．各課の文法事項を説明し，ラテン語和訳とラテン語作文の練習問題をおこなう．教科書
は類書のなかでもっとも簡潔，平易であるが，動詞，名詞，形容詞の語形変化はプリントを配布して詳述する．一回の授
業で二課ぐらいの進度ですすむ．ラテン語は語形変化がすべてともいえる言語なので，基本的な変化の練習は繰り返しお
こなう．前期で教科書前半を，後期で後半を学修する．
第1回ラテン語の歴史と仕組み．
第2回文字，発音，アクセント
第3回動詞・現在・能動相（１）．名詞・第一活用．
第4回動詞・現在・能動相（２）．名詞・第二活用（１）．
第5回動詞，名詞，形容詞の基本的な変化 3
第6回動詞，名詞，形容詞の基本的な変化 4
第7回動詞，名詞，形容詞の基本的な変化 5
第8回前置詞，動詞受動相，名詞第三活用 1
第9回前置詞，動詞受動相，名詞第三活用 2
第10回前置詞，動詞受動相，名詞第三活用 3
第11回前置詞，動詞受動相，名詞第三活用 4
第12回前置詞，動詞受動相，名詞第三活用 5
第13回前置詞，動詞受動相，名詞第三活用 6
第14回前置詞，動詞受動相，名詞第三活用 7
第15回総括
●事前・事後学習の内容
授業前は先回の授業で指定された練習問題を解いておくこと．授業後は授業で出てきた単語変化を覚えること．
●評価方法
平常点15％．期末試験85％．
●受講生へのコメント
教科書に語彙集が付いているので辞書不要．
●参考文献・教材
田中利光『ラテン語初歩改訂版』岩波書店

授業科目名

科目NO.

ラテン語Ⅱ

LXGEN2104

授業コード

L200240010
単位数

LatinⅡ
授業形態

担当教員名

演習

佐藤 義尚

2単位

●科目の主題
前期に続き教科書後半を学ぶ．「賢い」を意味するsapiens（サピエンス）というラテン語は，「味わう」を意味するsapio
（サピオー）から派生している．古典を一字一句かみしめて味わうような読み方を身につける．
●到達目標
古代，中世，近世にラテン語で書かれた文献が読解できるようになることを目標とする．
フランス語，イタリア語などの近代語を生み出した言語を学ぶことで，これらの言語の仕組みがより深く理解できるようになることを
目標とする
●授業内容・授業計画
前期と同じく配布プリントで説明し，練習問題をやっていく．一回の授業で二課すすみ教科書を学習し終える．時間に
余裕があれば簡単なラテン語文献を読む．
第1回能相欠如動詞．指示代名詞．
第2回動詞・現在／未完了過去・能動／受動・接続法．
第3回人称代名詞．所有形容詞．
第4回動詞・完了／過去完了・能動／受動・接続法．条件文（１）．
第5回条件文（２）．不定法（１）．
第6回不定法 （２）．関係代名詞．
第7回非人称動詞．分詞（１）．
第8回分詞 （２）．奪格の独立的用法．
第9回比較級 ．不規則な比較級．第10回数詞．動名詞．
第11回動形容詞．動名詞の代わりに用いられる動形容詞．
第12回命令法・能動相．能相欠如動詞の命令法．
第13回主文における接続法．
第14回目的分詞．
第15回試験．
●事前・事後学習の内容
授業前は先回の授業で指定された練習問題を解いておくこと．授業後は授業で出てきた単語変化を覚えること．
●評価方法
平常点15％．期末試験85％．
●受講生へのコメント
前期の続きなので前期授業の出席者、あるいは初歩的知識（動詞の直説法の変化、名詞の変化を知っているレベル）を
有する者が出席可能．辞書不要．
●参考文献・教材
田中利光『ラテン語初歩改訂版』岩波書店

授業科目名

科目NO.

西洋古典学

LXGEN2105

授業コード

L200250010
単位数

Classical Studies
授業形態

担当教員名

講義

堀川 宏

2単位

●科目の主題
西洋古典文学（古代ギリシャ・ローマの文学）についての入門的な授業です。今年度は『アガメムノーン』や『オイデ
ィプース王』などの「ギリシャ悲劇」の諸作品に触れながら、古代ギリシャ・ローマにおける文学的営為について学んで
ゆきます。
●到達目標
古代ギリシャ・ローマの文学について基本的な知識を得るとともに、対象について自分なりの見方が出来るようになることが目標
です。
●授業内容・授業計画
はじめに「西洋古典学」と「ギリシャ悲劇」についての基礎知識を学んだ上で、ギリシャ悲劇を代表する諸作品につい
て、図像資料や音声資料などを交えながら、なるべく具体的に学んでゆく予定です。あくまでも目安ですが、おおよそ以
下のような内容を予定しています。
第１回 「西洋古典学」概説（どのような学問か？）
第２回 「ギリシャ悲劇」の上演形式
第３回 「ギリシャ悲劇」とテクストの伝承
第４回 アイスキュロス悲劇の特徴
第５回 アイスキュロス『アガメムノーン』①
第６回 アイスキュロス『アガメムノーン』②
第７回 ソポクレース悲劇の特徴
第８回 ソポクレース『オイディプース王』①
第９回 ソポクレース『オイディプース王』②
第１０回 『オイディプス王』鑑賞
第１１回 『オイディプス王』鑑賞（つづき）
第１２回 エウリーピデース悲劇の特徴
第１３回 エウリーピデース『バッカイ』①
第１４回 エウリーピデース『バッカイ』②
第１５回 レポート試験
●事前・事後学習の内容
開講に先立っての準備や基礎知識は必要ありません。開講後は、毎回の授業後に、その日に学んだことを復習してくだ
さい。開講期間中、折に触れて皆さんの理解を問う簡単な「確認テスト」を実施する予定です。
●評価方法
授業の理解度（40%） 授業への積極的参加の度合い（30%） レポート（30%）
●受講生へのコメント
私たちがふだん何気なく使う「文学」という言葉ですが、それについて深く考えてみようとするとき、古代ギリシャ・
ローマにおける文学的営為を無視することはできません。今回テーマとする「ギリシャ悲劇」は紀元前5世紀のアテーナ
イで隆盛した文学ジャンルで、その卓抜な劇構成や人間の本質を突く洞察などから、現在の文学や演劇にも多大な影響を
与えています。紀元前5世紀の当時に作者によって発せられ、人々が楽しんだその言葉を、現代を生きる私たちもまた聞
く（読む）ことが出来るというのは、考えてみるととても不思議なことです。このなことです。この不思議を手がかりに
して、「文学」について一緒に考えてみませんか？ 古くさいものとして何となく敬遠していた「古典」が、もしかした
ら身近なものになるかもしれません。
●参考文献・教材
ソポクレス『オイディプス王』（岩波文庫）
エウリーピデース『バッカイ』（岩波文庫）
その他、授業中にいろいろ紹介する予定です。

授業科目名

科目NO.

国際都市社会論Ⅰ

LXGEN3219

授業コード

L200320010
単位数

International Urban SociologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

川邉 光一

2単位

●科目の主題
当科目は文学研究科インターナショナルスクールによる国際発信力育成事業の一環として、人文学・都市文化学の主題
を扱いながら、英語による講義視聴とディスカッションの形式で提供される授業である。各回講義（レクチャー）を踏ま
えたうえでの、演習としての活動も含まれている。
文学部・文学研究科共通専門科目のひとつとして、卒業・修了に必要な単位として算入できる。
なおインターナショナルスクール集中科目には、「比較文化交流論Ⅰ」「比較文化交流論Ⅱ」「国際都市文化論Ⅰ」「国
際都市文化論Ⅱ」「国際都市社会論Ⅰ」「国際都市社会論Ⅱ」の6科目があり、原則として1年に1科目ずつ提供される。
内容は毎年入れ替わる上、科目名を変えて提供されるので、インターナショナルスクールの集中科目は原則毎年受講する
ことができる。
本年度は、「国際都市社会論Ⅰ」が提供される。今年度の講義内容（Ma講師）はCultural studies、Film studiesである。
詳細については、平成31年3月下旬に、掲示板やポータルサイト、インターナショナルスクールのウェブサイトに掲載す
る予定である。
●到達目標
インターナショナルスクール集中科目に共通する目標は次のとおりである。
（1）英語による講義を聴いて、内容を理解し、考察を深める。
（2）講義内容に基づいたディスカッションに参加する。
（3）講師の授業設計に従い、簡単なプレゼンテーションを行う。
●授業内容・授業計画
集中講義の日程は、9月下旬（4日間）を予定している。
第１回
インターナショナルスクール委員会委員からのオリエンテーション
第２回
Ma講師による講義（READING SESSION: CITY AS CULTURAL TEXT）
第３回
Ma講師による講義（ARRIVING IN THE CITY: SPACE, EVENT AND CINEMA）
第４回
レクチャー・ディスカッション／ベーシックプレゼン（１）
第５回
Ma講師による講義（HAUNTING CITIES: THE UNCANNY AND THE GHOSTLY）
第６回
Ma講師による講義（THE DISAPPEARING CITY: RUINS & MONUMENTS）
第７回
レクチャー・ディスカッション／ベーシックプレゼン（２）
第８回
Ma講師による講義（FLÂNEUR AND STRANGERHOOD: ROAMING IN THE CITY (1)）
第９回
Ma講師による講義（FLÂNEUR AND STRANGERHOOD: ROAMING IN THE CITY (2)）
第10回
レクチャー・ディスカッション／ベーシックプレゼン（３）
第11回
Ma講師による講義（CIRCULATING IMAGES IN THE GLOBAL ERA: INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
NETWORK）
第 12 回
Ma 講 師 に よ る 講 義 （ THE SPACE OF POLITICS & THE POLITICS OF SPACE IN THE ERA OF
GLOBALIZATION—THROUGH THE LENSING OF CINEMA）
第13回
レクチャー・ディスカッション／ベーシックプレゼン（４）
第14回
Ma講師によるまとめ
●事前・事後学習の内容
事前配布資料に基づき、授業開始前までに授業の全体像および概要を把握しておくこと。英語に限らず慣れない言語で
学習や発言を行うためには、前もっての下調べが不可欠である。とくにキーワードに相当する語句についてはリスニング
の際に障害にならないよう、あらかじめ正しい発音・アクセントのチェック、およびその語彙についての日本語・英語で
の下調べをしておくことを推奨する。
●評価方法
平常点（毎回の出席、授業への積極的な参加、アンケート）と講師による課題レポートによる。
●受講生へのコメント
当科目は、アカデミックな英語による基礎的な表現力を養成しつつ、それをその場で実践する機会を提供する。英語に
よる知識の習得および自己表現の機会としてだけではなく、英語を通じて参加する外語文化体験の場でもある。研究が世
界と共通の水準にあることを求められる中、最も多くの読者を見込める英語による成果発表は効果的であり、その必要性
は高い。しかし、そこには対話の相手、読者や聞き手に配慮しつつ共通語（英語）でコミュニケーションに参加しようと
する姿勢・意欲が強く求められていることは忘れないでほしい。各自の英語（力）を見つつめ直す意味でも、積極的な参

加が望ましい。
●参考文献・教材
配布資料などは開講までにポータルサイトにて提供される予定。
昨年度までの集中科目に関する情報は、以下のURLから参照できる。
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/IS/ja/courses/intensive-course

授業科目名

科目NO.

上方文化講座

LXGEN2106

授業コード

L200340010
単位数

Kamigata Culture Course
授業形態

担当教員名

講義

久堀 裕朗

2単位

●科目の主題
「上方文化講座」は、大阪の地に歴史的に育まれた文化、とりわけ伝統芸能に光を当て、学問的体系の下にこれを学ぼ
うとする試みである。講師として伝統芸能の第一線で活躍する専門家を招き、本学教員との共同作業により授業を組み立
てていく。当授業は本学学生のみならず、一般市民にも公開する。
「上方文化講座」が取り上げるのは文楽（人形浄瑠璃）である。大阪を代表するこの伝統芸能は、2003年にユネスコの
世界無形遺産（人類の口承及び無形遺産の傑作）にも選定された。大阪生まれの文楽が「人類共通の宝」たりうるのはな
ぜか、その普遍的意義を捉え、世界的芸術文化の広がりの中に位置づけようとするのが本講座の目指すところである。
●到達目標
1．文楽（人形浄瑠璃）を様々な角度から考察し、その魅力を発見するとともに、上方文化に関する知見を広める。
2．文楽技芸員による芸談・実演に触れることによって、伝統芸能の伝承や、その現代におけるあり方について考える。
●授業内容・授業計画
本授業は、大阪を代表する伝統芸能である文楽（人形浄瑠璃）を学問的体系の下に学ぼうとするものである。文楽技芸
員と本研究科教員とが、それぞれの専門性を生かしつつ、共同で授業を展開する。本年度は、近松門左衛門の名作『心中
天の網島』（及びその改作）を取り上げ、この作品のもつ普遍的な魅力を多角的に分析していく。
授業は夏期3日間（8月20・21・22日）の集中講義の形式で行う。取り上げる作品の内容、文章表現、時代背景、テーマ
等に関わる講義を教員が行い（初日、2・3日目午前）、その上で文楽技芸員（竹本津駒大夫・鶴澤清介・桐竹勘十郎、他）
が実演を交えて作品を解説する（2・3日目午後）。
◎なお、この授業は一般市民にも公開する。履修登録の際に、400字程度で受講動機を記入したものを提出すること。
希望者多数の場合は選抜を行い、受講許可者については後日掲示する。
第１回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第２回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第３回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第４回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第５回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第６回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第７回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第８回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第９回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第10回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第11回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第12回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第13回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第14回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
第15回 （授業内容の詳細は後日掲示する）
●事前・事後学習の内容
事前学習
浄瑠璃『心中天の網島』（新編日本古典文学全集『近松門左衛門集②』所収）の内容についてあらかじめ調べておくこ
と。
事後学習
授業内容を振り返り、特に興味を抱いた事柄については自身でさらに掘り下げて、それをレポート内容に盛り込むこと。
●評価方法
出席状況とレポートによる。レポート課題は授業中に指示する。
●受講生へのコメント
例年、本講座を受講してはじめて文楽について知り、伝統芸能に興味を抱く学生が多い。授業を通じて、未知なる古典
との新たな出会いを体験してほしい。
●参考文献・教材
教材
テキストは授業時間に配布する。
参考文献
2004年度第1回の講座が『上方文化講座 曾根崎心中』（和泉書院）として、2007年度第4回講座が『上方文化講座 菅原伝授手
習鑑』（同）として、2008年度第5回講座が『上方文化講座 義経千本桜』（同）として、それぞれ刊行されている。

授業科目名

科目NO.

LXGEN1101

授業コード

文学部基礎演習 a,b,c,d,e

L200370010～50
単位数

Basic Seminar for Students at The Faculty of Literature and Human Sciences a,b,c,d,e
授業形態

担当教員名

演習

辻 早代加、石川 優、渡辺 拓也、佐伯 綾那、大山 大樹

2単位

●科目の主題
大学の学習は、社会の諸事象を探求の対象として捉え、現実の課題を解決するための視点と能力を身につけ、かつ、そ
のための情報を発信する能力を身につけることが目標となる。そのような能力を身につけるためには、高校までの教育で
修得してきたものとは異なった、批判的能力や思考能力、情報発信能力が求められる。本科目では、大学で求められるこ
れらの諸能力を演習形式の授業を通じて身につける。
●到達目標
自ら設定した課題について、資料や文献調査を踏まえて分析・考察し、自分なりの結論を導くことができる。また、その結論を、ミ
ニ論文や発表によって、論理的かつ明確に第三者に伝えることができる。
●授業内容・授業計画
まず、まとまった文章を要約する訓練から始まり、ミニ論文を作成するためのテーマ（課題）設定、アウトラインの構
想、執筆と推敲といった過程を通じて、大学で身につけるべき文章表現法を習得する。また、その過程において、１）文
献・資料の調査方法、２）論文のマナー、３）発表の基本を身につける。
第1回 ガイダンス
第2回 文章を要約する①
第3回 文章を要約する①／課題設定①
第4回 文章を要約する②／課題設定②
第5回 文章を要約する②／文献・資料の調査方法
第6回 ミニ論文の作成：アウトラインの構想を立てる①
第7回 ミニ論文の作成：アウトラインの構想を立てる①
第8回 ミニ論文の作成：本文を書く——論文のルールを学ぶ①
第9回 ミニ論文の作成：本文を書く——論文のマナーを学ぶ①
第10回 ミニ論文の作成：アウトラインの構想を立てる②
第11回 ミニ論文の作成：本文を書く②
第12回 発表の基本と準備
第13回 発表と議論①
第14回 発表と議論②
●事前・事後学習の内容
事前学習：各回の授業で提示される課題のための予備調査
事後学習：授業を踏まえた課題の作成および完成
●評価方法
課題提出（30％）、発表（30％）、学期末のミニ論文（40％）
●受講生へのコメント
本授業の内容は、大学での学修はもとより、大学卒業後の社会生活においても求められる諸能力の基礎を提供するもの
である。したがって大学生活および卒業後の自己のあり方を展望しながら受講することが望ましい。
なおa)〜e)の各クラスとも、受講生は15～20名程度とする。もし受講希望者多数の場合、初回の授業にて抽籤を行う。
●参考文献・教材
参考文献：授業中に適宜指示する。
教材：授業中にプリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

日本文化発信のための英語

LXGEN3223

授業コード

L201040010
単位数

English for Guiding Japanese Culture
授業形態

担当教員名

実習

奥西 佐智子

2単位

●科目の主題
大阪にある社寺、城、庭、古墳の案内と日本文化の紹介の仕方を、英語で考案することを目的とします。
訪日外国人に対する案内とし、諸外国の事情や文化と比べながら講義内容を参考にして、案内内容を各自考案してもら
います。
●到達目標
大阪の魅力を日本の文化、伝統、歴史などを通して、基礎英語で紹介できるよう各々のガイディングスタイルを構築するサポート
をします。
講義では、アカデミックな内容に触れるよりも、優しい内容を簡単な英語(英語検定2級程度）で表現することに重点を置きます
（全国通訳案内士の資格保持者は受講対象外とします）。
訪日外国人が日本について不思議に思う事を紹介し、ショートディスカッションをします（テーマについては予告します）。
ディスカッション（日本語や英語）をすることで、話の膨らませ方を学び、コミュニケーション力をつけます
●授業内容・授業計画
日本の宗教にも触れながら、外国人観光客の視点で大阪の観光地を見ます。
現地実習（英語で発表）は全三回とし、大阪城・住吉大社・四天王寺でそれぞれ日曜日にいます。 下記★印参照
日本庭園と古墳の発表（英語）については、教室内で木曜日に行います。 下記☆印参照
上記以外の授業は、教室内（木曜日）とし、講義とあらかじめ与える題材についてのショートディスカッションをしま
す。
第１回 ガイダンス～ガイドとして大切なこと・観光英語とは～(木曜日)
第２回 観光英語～大阪のいいところをどう伝えるか～(木曜日)
第３回 観光英語～日本人の生活とおもてなしの心～(木曜日)
第４回 観光英語～日本の城～（木曜日）
第５回 観光英語～茶道について～（木曜日）
第６回 ★大阪城にて実習・発表 （日曜日）
第７回 観光英語～神道にかかわる日本の習慣～(木曜日）
第８回 観光英語～古墳について～(木曜日)
第９回 ★住吉大社にて実習・発表 （日曜日）
第１０回 観光英語～日本庭園ついて講義～(木曜日）
第１１回 観光英語～☆日本庭園ついて 教室内で発表～(木曜日）
第１２回 観光英語～日本人にとっての仏教とお寺の存在～（木曜日）
第１３回 観光英語～☆古墳について 教室内で発表～ （木曜日）
第１４回 ★四天王寺にて実習・発表 （日曜日）
第１５回
●事前・事後学習の内容
あらゆる分野において、日本と外国の違いに関心を持つようにして下さい。
日常生活の中で見えるもの、感じる事などを英語で表現したり、自分のレベルに合う英語リスニング教材を使用するな
どして、毎日英語に触れる習慣を身につけて下さい。
●評価方法
適宜与える課題および実習における発表を通して総合的に評価をします。
出席率（40％）、全５回の実習（発表）と発表内容のレポート提出（40%）、学習意欲（ショートディスカッションなど）
（20%）
＊第15回は、授業、試験の代わりに、期日までに与えられたテーマで英語のレポートを提出してもらいます。
●受講生へのコメント
基礎英語を使い、受講生もアイデアを出し合い、訪日外国人に対して、観光地からどのように日本の文化を発信するの
かを考えます。
実習（発表）では各人の担当箇所をあらかじめ決め、発表内容は各人に英語で作成してもらいます。
全員の案内を聞いて、良いところを学び、講師（現役ガイド）がアドバイスをします。
●参考文献・教材
テキストは使用しない。適宜参考資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

教職概論 a～c

KLPED1101

授業コード

L200510010～30
単位数

Introduction to Teaching Profession a～c
授業形態

担当教員名

講義

森 久佳

2単位

●科目の主題
教職の意義や教員の役割・資質能力・職務内容等に関する基本的な知識や考え方を身に付け、教職への意欲を高めるこ
と、また、適性を判断することを通して、進路選択に資する教職の在り方を理解することを目的としている。
●到達目標
具体的な到達目標は以下の通りである。
①教職の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務に関する事項を理解する。
②今日の教育の動向を踏まえながら、教員に求められる役割や資質能力について理解し、教職の意義について検討する。
③我が国における今日の学校教育や教職に関する社会的意義を理解し、自らの進路選択について主体的に考える。
④学校が内外の専門家等と連携・分担する必要性とそこで求められる役割や資質能力について理解し、これらからの学校教育
や教職の在り方について検討する。
●授業内容・授業計画
講義形式だけでなく、コメントシートの記入やグループワークなど、多様な学習形態を通して主体的・対話的な活動を
展開し、学生の学びが深まるよう促す。また、テキストに加えて、レジュメや資料のプリントも使用する。
第１回：オリエンテーション（授業の進め方などの説明・教員・教師の概念について）
第２回：教職に関する基本的な知識・考え方などの理解①（免許状・資格の種類／任用・身分、など）
第３回：教職に関する基本的な知識・考え方などの理解②（免許状の取得／教師教育と教員養成、など）
第４回：教職に関する基本的な知識・考え方などの理解③（教職課程の履修の目的と意義、など）
第５回：教職の現状と主要業務についての理解①（教職の職務の現状）
第６回：教職の現状と主要業務についての理解②（授業）
第７回：教職の現状と主要業務についての理解③（授業研究／校内研究、など）
第８回：教職の現状と主要業務についての理解④（教育課程とカリキュラム）
第９回：教職の現状と主要業務についての理解⑤（学級づくりと教師）
第１０回：教職の現状と主要業務についての理解⑥（学校づくりと教師：「チーム学校」をめぐって）
第１１回：教職の現状と主要業務についての理解⑦（保護者・地域と教師：「チーム学校」をめぐって）
第１２回：専門職としての教職のあり方についての理解①（教職の抱える課題：多忙化等）
第１３回：専門職としての教職のあり方についての理解②（教職の専門職性と専門性）
第１４回：専門職としての教職のあり方についての理解③（教職のもつジレンマと今後の教職のあり方：働き方改革等）
定期試験：実施しない。
●事前・事後学習の内容
・テキスト及びレジュメ・資料の確認等
●評価方法
以下の評価観点を踏まえながら、出席コメントシート、レポート課題等によって行う。
評価観点1：教員の職務について基本的事項を理解している。
評価観点2：教職の意義について分析・検討している。
評価観点3：自らの進路のひとつとして教職をとらえている。
●受講生へのコメント
・「教師」や「教職」について、「そもそも」の水準から考えてみて下さい。
・教職に関する身近な話題やニュース等にも関心を抱いて、自分で調べてみてください。
●参考文献・教材
テキスト
・羽田積男・関川悦雄編著（2016）『Next教科書シリーズ 現代教職論』弘文堂．
参考書・参考資料等
・佐藤晴雄（2015）『教職概論』（第4次改訂版）学陽書房．
・臼井嘉一編著（2014）『学生と教師のための現代教職論とアカデミックフリーダム』学文社．
・曽余田浩史編著（2014）『教職概論』（教師教育講座第1巻）協同出版．
・高橋陽一編（2014）『新しい教師論』武蔵野美術大学出版局．
・髙谷哲也編著（2011）『教師の仕事と求められる力量：新たな時代への対応と教師研究の知見から』あいり出版．
・奈須恵子・逸見敏郎（2012）『学校・教師の時空間：中学校・高等学校の教師をめざすあなたに』三元社．
・C・デー／Q・グー（2015）『教師と学校のレジリエンス：子どもの学びを支えるチーム力』（小柳和喜雄・木原俊行監訳）北大路書
房． その他、参考書等の紹介は講義の中で行う

授業科目名

科目NO.

教育基礎論 a,b

KLPED2201

授業コード

L200520010,20
単位数

Fundamentals in Education a,b
授業形態

担当教員名

講義

津田 徹

2単位

●科目の主題
受講者が教員としての基礎知識並びに基礎教養を習得し、「教育とは何か」ということついて、自ら考え、直面する課
題を解決するための素材を提供することを本講義の主題とする。
●到達目標
以下の三点を到達目標とする。
（１）教育の意義や目的、およびその背景となる思想について理解する。
（２）教育の歴史的流れと、思想や理念の展開過程を知る。
（３）児童生徒の学習や発達に関わる基本的事項並びに現代の教育課題について自分なりの考えを持ち、教育現象を理解し、
課題を解決するための視点を養う。
●授業内容・授業計画
第１回で教育の基本理念に関する概要について解説し、第２〜３回目は子どもが学習することの社会的意義を理解する。
第４回目以降は学校の歴史、教育の思想的展開、日本における学校教育の史的展開を系統的・多面的に学ぶ。第13回にお
いて、それまで得た知識や理解を軸に、現代の教育問題を受講者が主体的に考え、課題解決のための視点を構築する。
第１回：ガイダンス（教育の基本的概念および歴史に関する概説）
第２回：「教育」の意味と社会的意義
第３回：子どもの権利と親の権利
第４回：学校と教育の歴史——古代〜中世
第５回：学校と教育の歴史——近世〜近代初期
第６回：教育思想の流れ（１）——古代ヨーロッパと古代中国
第７回：教育思想の流れ（２）——西洋近代および新教育思想
第８回：明治期における教育理念と学校
第９回：大正期における教育理念と自由主義、家庭教育の登場
第１０回：昭和戦時期における教育・教員・子どもの変容
第１１回：戦後教育改革による教育理念の転換
第１２回：教育基本法の理念、意義と課題
第１３回：現代教育の諸問題——学力問題、体罰問題、子どもの教育と家庭・地域など——
第１４回：現代教育の諸問題（２）——子どもの教育と家庭・地域——
定期試験
●事前・事後学習の内容
事前の学習としては、シラバスで掲載された内容を参考にしつつ概念や人物に着目して下調べや文献を探るなどをして、
各回の対象領域や問題の構造、登場人物の基本的な理解を目指してください。また、教科書や指定する書籍・資料などを
あらかじめ読んでおくことを推奨します。
事後の学習としては、シラバスで掲載された内容や授業中において触れた内容について、書籍、インターネット等を利
用して、深化発展させることを目指してください。また、講義内で取り上げた書籍・資料などを読んで、さらに学習内容
を深化させていくことを推奨します。
●評価方法
学生に対する評価
以下の３つの事柄を評価の基準とする。
（１）教育の理念を理解している。
（２）教育に関する歴史を理解している。
（３）教育に関する思想を理解している。
●受講生へのコメント
人間にとって教育作用は非常に大きな問題です。教育が人間にとってどのような意味をもつのか。子どもに対する認識
や学校の登場が社会においてどう変化し、理解されてきたか。また近代から現代の教育理念、学校制度改革などについ
ても触れていく予定です。積極的な受講を期待します。
●参考文献・教材

テキスト
広岡義之編、『教育の制度と歴史』、ミネルヴァ書房、2007年
参考書・参考資料等
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省）
高等学校学習指導要領解説特別活動編（平成30年３月、文部科学省）
その他参考と文献については、講義中に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

教育基礎論 c

KLPED2201

授業コード

L200520030
単位数

Fundamentals in Education c
授業形態

担当教員名

講義

森岡 伸枝

2単位

●科目の主題
受講者が教員としての基礎知識並びに基礎教養を習得し、「教育とは何か」ということついて、自ら考え、直面する課
題を解決するための素材を提供することを本講義の主題とする。
●到達目標
以下の三点を到達目標とする。
（１）教育の意義や目的、およびその背景となる思想について理解する。
（２）教育の歴史的流れと、思想や理念の展開過程を知る。
（３）児童生徒の学習や発達に関わる基本的事項並びに現代の教育課題について自分なりの考えを持ち、教育現象を理解し、
課題を解決するための視点を養う。
●授業内容・授業計画
第１回で教育の基本理念に関する概要について解説し、第２〜３回目は子どもが学習することの社会的意義を理解する。
第４回目以降は学校の歴史、教育の思想的展開、日本における学校教育の史的展開を系統的・多面的に学ぶ。第13〜14回
において、それまで得た知識や理解を軸に、現代の教育問題を受講者が主体的に考え、課題解決のための視点を構築する。
第１回：ガイダンス（教育の基本的概念および歴史に関する概説）
第２回：「教育」の意味と社会的意義
第３回：子どもの権利と親の権利
第４回：学校と教育の歴史——古代〜中世
第５回：学校と教育の歴史——近世〜近代初期
第６回：教育思想の流れ（１）——古代ヨーロッパと古代中国
第７回：教育思想の流れ（２）——西洋近代および新教育思想
第８回：明治期における教育理念と学校
第９回：大正期における教育理念と自由主義、家庭教育の登場
第１０回：昭和戦時期における教育・教員・子どもの変容
第１１回：戦後教育改革による教育理念の転換
第１２回：教育基本法の理念、意義と課題
第１３回：現代教育の諸問題（１）——学力問題、体罰問題など——
第１４回：現代教育の諸問題（２）——子どもの教育と家庭・地域——
定期試験
●事前・事後学習の内容
事前の学習としては、シラバスで掲載された内容を参考にしつつ概念や人物に着目して下調べや文献を探るなどをして、
各回の対象領域や問題の構造、登場人物の基本的な理解を目指してください。また、教科書や指定する書籍・資料などを
あらかじめ読んでおくことを推奨します。
事後の学習としては、シラバスで掲載された内容や授業中において触れた内容について、書籍、インターネット等を利
用して、深化発展させることを目指してください。また、講義内で取り上げた書籍・資料などを読んで、さらに学習内容
を深化させていくことを推奨します。
●評価方法
学生に対する評価
以下の３つの事柄を評価の基準とする。
（１）教育の理念を理解している。
（２）教育に関する歴史を理解している。
（３）教育に関する思想を理解している。
●受講生へのコメント
人間にとって教育作用は非常に大きな問題です。教育が人間にとってどのような意味をもつのか。子どもに対する認識
や学校の登場が社会においてどう変化し、理解されてきたか。また近代から現代の教育理念、学校制度改革などについて

も触れていく予定です。積極的な受講を期待します。
●参考文献・教材
テキスト
（Ａ）広岡義之編、『教育の制度と歴史』、ミネルヴァ書房、2007年
（Ｂ）田中智志他編『教育の理念・歴史』新・教育課程シリーズ、一蓺社、2013年
（Ｃ）高橋陽一『教育通義』武蔵野美術大学出版局、2013年
参考書・参考資料等
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省）
高等学校学習指導要領解説特別活動編（平成○年○月予定、文部科学省）
その他参考と文献については、講義中に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

発達・学習論 a,b,c

KLPED2202

授業コード

L200530010～30
単位数

Theory of Human Development and Learning a,b,c
授業形態

担当教員名

講義

上宮 愛

2単位

●科目の主題
幼児期、児童期、青年期を対象とし、子どもがどのように学び，どのような発達を遂げるのかについて，学習心理学，
発達心理学，認知心理学，社会心理学の基礎的な知識・理論を学び，教育場面におけるこれらの知識の重要性，かつ、応
用可能性について考える。また、教育現場や教育機関と関連する今日の社会問題についても心理学の観点から考える機会
をもつ。
●到達目標
学習心理学，発達心理学，認知心理学，社会心理学の基礎知識を習得し，教育場面での活用・応用方法を学ぶ。
●授業内容・授業計画
発達・学習の各領域から主要な心理学的現象・理論を取り上げ，講義を行う。
第１回：イントロダクション：教育心理学とは何か
第２回：学習の理論
第３回：動機づけ（1）：動機づけの基礎
第４回：動機づけ（2）：動機づけの応用
第５回：記憶（1）：記憶の仕組み
第６回：記憶（2）：記憶の理論を活かす
第７回：学習方略
第８回：メタ認知
第９回：発達（1）：発達の理論
第１０回：発達（2）乳・幼児期の発達
第１１回：発達（3）：社会性・道徳性の発達
第１２回：発達（4）：青年期の発達
第１３回：発達障がいとその支援
第１４回：児童虐待への対応と関係機関との連携
定期試験
●事前・事後学習の内容
事前学習は特になし。しかし，事後に授業内容について復習し，小レポートとして，その日の講義で取り上げた内容に
ついての質問，疑問点，感想などを記入し、提出すること。この小レポートは，全15回のうち、最低5回は実施する。
●評価方法
学期末試験(60%) と小レポート提出(20%)、平常点(20%) により評価を行なう。
評価の観点A：幼児、児童および生徒の心身の発達について理解している。
評価の観点B：学習の過程について理解している。
評価の観点C：障害のある幼児、児童及び生徒の発達及び学習の支援を考えることができる。
●受講生へのコメント
講義を通して，実験結果やデータに基づいて論理的に考えることを学び，心理学的な基礎知識を暗記するのではなく，
その知識の「使い方」を学んでもらいたい。また，講義の中で取り上げる心理学的な現象が，現代の教育場面でどのよう
な意味を持つのかについて，自分なりの考え・意見を自分の言葉で説明できるようになってもらいたい。
●参考文献・教材
テキストの指定はなし。 毎回，A4用紙4〜6枚程度の配布資料とパワーポイント資料を配布する。 参考書・参考資料等「絶対役
立つ教育心理学」 藤田哲也編著 ミネルヴァ書房 2007

授業科目名

科目NO.

教育制度論 a

KLPED2203

授業コード

L200540010
単位数

Theory of Educational Systems a
授業形態

担当教員名

講義

辻野 けんま

2単位

●科目の主題
マクロな公教育制度の法制をミクロな教育の営みとのかかわりにおいてとらえる。
●到達目標
公教育制度の意義・原理・構造について、法制に関する基礎的知識を身に付けるとともに、内在する課題を理解する。
●授業内容・授業計画
教育制度について、学校教育、教育行政、学校外教育といったマクロな文脈からとらえ、教育の営みを支える制度につ
いて考えていく。
第１回：教育制度の概観
第２回：学校教育の制度
第３回：教職員の制度
第４回：学級の制度（学校事故対応を含む）
第５回：教育行政の制度(1) 中央教育行政
第６回：教育行政の制度(2) 地方教育行政
第７回：教育課程の制度
第８回：教育財政の制度
第９回：学校経営の制度（学校—地域間関係を含む）
第１０回：諸外国の教育制度
第１１回：社会教育の制度
第１２回：家庭教育・保育・幼児教育と教育政策
第１３回：子どもの自律的発達と教育制度（学校安全・危機管理を含む）
第１４回：教育制度の改革課題
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業内において適宜指示する。
●評価方法
評価観点1 学校教育を中心とした教育制度について理解している。
評価観点2 教育に関する法令の基本的事項を理解している。
評価観点3 現在の教育改革の動向を理解している。
●受講生へのコメント
「教育制度」という領域は、教育の内容や方法ではなく、それをとりまくマクロなしくみを扱うため、一見すると親し
みにくい内容に映るかもしれない。教師になって授業することをイメージしたときに、日本では「どのように教えるか」
（方法）は教師に工夫の余地があるものの、「何を教えるか」（内容）は制度化されており個人的努力には限界がともな
う。「教育は人なり」と言ってみても、現実には教師個人の努力ではいかんともしがたい領域が存在する。学校の内部に
とどまらず、広く学校を超えた教育について考えるのが教育制度である。教育とは、学校はもとより、図書館や博物館、
公民館、家庭内などと、様々な場で学びながら生きている存在だ。一人旅のような機会からも多くを学んでいる。そこで、
人間にとって学ぶという営みを支える制度に広く目を向けようとするのが本授業である。
●参考文献・教材
配布資料に基づき授業を進める。

授業科目名

科目NO.

教育制度論 b,c

KLPED2203

授業コード

L200540020,30
単位数

Theory of Educational Systems b
授業形態

担当教員名

講義

三羽 光彦

2単位

●科目の主題
マクロな公教育制度の法制をミクロな教育の営みとのかかわりにおいてとらえる。
●到達目標
公教育制度の意義・原理・構造について、法制に関する基礎的知識を身に付けるとともに、内在する課題を理解する。
●授業内容・授業計画
教育制度について、学校教育、教育行政、学校外教育といったマクロな文脈からとらえ、教育の営みを支える制度につ
いて考えていく。
第１回：教育制度の概観
第２回：学校教育の制度
第３回：教職員の制度
第４回：学級の制度（学校事故対応を含む）
第５回：教育行政の制度(1) 中央教育行政
第６回：教育行政の制度(2) 地方教育行政
第７回：教育課程の制度
第８回：教育財政の制度
第９回：学校経営の制度（学校—地域間関係を含む）
第１０回：諸外国の教育制度
第１１回：社会教育の制度
第１２回：家庭教育・保育・幼児教育と教育政策
第１３回：子どもの自律的発達と教育制度（学校安全・危機管理を含む）
第１４回：教育制度の改革課題
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業内において適宜指示する。
●評価方法
評価観点1 学校教育を中心とした教育制度について理解している。
評価観点2 教育に関する法令の基本的事項を理解している。
評価観点3 現在の教育改革の動向を理解している。
●受講生へのコメント
「教育制度」という領域は、教育の内容や方法ではなく、それをとりまくマクロなしくみを扱うため、一見すると親し
みにくい内容に映るかもしれない。教師になって授業することをイメージしたときに、日本では「どのように教えるか」
（方法）は教師に工夫の余地があるものの、「何を教えるか」（内容）は制度化されており個人的努力には限界がともな
う。「教育は人なり」と言ってみても、現実には教師個人の努力ではいかんともしがたい領域が存在する。学校の内部に
とどまらず、広く学校を超えた教育について考えるのが教育制度である。教育とは、学校はもとより、図書館や博物館、
公民館、家庭内などと、様々な場で学びながら生きている存在だ。一人旅のような機会からも多くを学んでいる。そこで、
人間にとって学ぶという営みを支える制度に広く目を向けようとするのが本授業である。
●参考文献・教材
配布資料に基づき授業を進めるが、テキストを別途指定する場合は事前に告知する。
岡本徹・佐々木司編著(2016)『現代の教育制度と経営』ミネルヴァ書房

授業科目名

科目NO.

教育課程論 a
Theory of School Curriculum

KLPED2205

授業コード

L200550010
単位数

a

授業形態

担当教員名

講義

島田 希

2単位

●科目の主題
本講義では、教育課程の編成やカリキュラム開発に関して、理論的・実践的に学ぶ機会を提供する。受講生には、講義
における解説、事例紹介を通じて、教育課程の編成やカリキュラム開発について多面的に考察してもらいたい。また、受
講者相互による事例の検討・作業等を通じて、それらを創造的に思考する営みにも従事してもらいたい。以上により、カ
リキュラムを創造する主体としての力量形成を目指してほしい。
●到達目標
・教育課程の意義と編成の方法、カリキュラムとその開発の概念について説明することができる。
・わが国における教育課程編成、カリキュラム開発の変遷や今日的動向について説明することができる。
・様々な実践事例にふれることで、カリキュラム開発の事例知識やそれらを分類・整理する視点を会得する。
・カリキュラム・マネジメントの基本的な考え方やその意義について説明することができる
●授業内容・授業計画
まず、教育課程やカリキュラムに関わる諸概念およびその編成や開発に関わる基本原理、教育課程が社会において果た
している役割等を整理する。次いで、学習指導要領改訂の変遷およびその社会的背景や教科・領域横断的な視点にもとづ
く教育課程の編成について、事例を交えて解説する。加えて、生徒・学校・地域の実態をふまえた中・長期的な教育課程
の編成や今日的な教育課題に対応した取り組みについても解説する。さらに、カリキュラム・マネジメントに関する基本
的な考え方やカリキュラム評価の視点・方法を講ずる。最後に、カリキュラム・マネジメントに資する教師の力量につい
て、総括的に考察する。
第１回：オリエンテーション（キー概念に関する診断的評価と解説）
第２回：教育課程とカリキュラムに関わる諸概念の整理
第３回：教育課程編成とカリキュラム開発の基本原理
第４回：社会に開かれた教育課程とその役割・機能
第５回：学習指導要領改訂の変遷とその社会的背景1（中学校）
第６回：学習指導要領改訂の変遷とその社会的背景2（高等学校）
第７回：教科・領域横断的な視点にもとづく教育課程の編成1（教科を中心として）
第８回：教科・領域横断的な視点にもとづく教育課程の編成2（総合的な学習の時間を中心として）
第９回：生徒・学校・地域の実態をふまえた中・長期的な教育課程の編成
第１０回：今日的な教育課題に対応した教育課程の編成
第１１回：次世代のため教育課程の編成を目指す先導的な取り組み
第１２回：カリキュラム・マネジメントの基本的な考え方
第１３回：カリキュラム評価の視点と方法
第１４回：カリキュラム・マネジメントに資する教師の力量
定期試験
●事前・事後学習の内容
・講義終了後、各回に配付するワークシートの課題に取り組んで、次なる講義に臨むこと（具体的には、授業中に指示
する）。
・講義に関連する資料（論文、文献、新聞記事など）を授業の事前・事後に収集、読解するなど、授業内容のさらなる
理解に努めること。
●評価方法
授業中におけるグループワーク等の取り組み（30%）と定期試験（70%）で総合的に評価する。
評価の観点A：教育課程の意義を理解している。
評価の観点B：学習指導要領をその歴史的変遷のなかに位置づけて、説明することができる。
評価の観点C：教育課程の編成および授業づくりの方法について理解している。
●受講生へのコメント
・講義を中心として授業を進めるが、グループでのディスカッション等の機会も設けるので、それらへの受講生の積極

的な参加を求める。
・授業担当者との連絡は、電子メールによって行っていただきたい。
●参考文献・教材
テキスト
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省）
中学校学習指導要領解説総則編（平成29年7月、文部科学省）
高等学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学省）
高等学校学習指導要領解説総則編（平成○年○月告示予定、文部科学省）
参考書・参考資料等
木原俊行（2011）『活用型学力を育てる授業づくり』ミネルヴァ書房.
佐藤学（1996）『教育方法学』岩波書店.
田中博之（2013）『カリキュラム編成論』放送大学教育振興会.
田中耕治編（2009）『よくわかる教育課程』ミネルヴァ書房.

授業科目名

科目NO.

教育課程論 b
Theory of School Curriculum

KLPED2205

授業コード

L200550020
単位数

b

授業形態

担当教員名

講義

木原 俊行

2単位

●科目の主題
本講義では、教育課程の編成やカリキュラム開発に関して、理論的・実践的に学ぶ機会を提供する。受講生には、講義
における解説、事例紹介を通じて、教育課程の編成やカリキュラム開発について多面的に考察してもらいたい。また、受
講者相互による事例の検討・作業等を通じて、それらを創造的に思考する営みにも従事してもらいたい。以上により、カ
リキュラムを創造する主体としての力量形成を目指してほしい。
●到達目標
・教育課程の意義と編成の方法、カリキュラムとその開発の概念について説明することができる。
・わが国における教育課程編成、カリキュラム開発の変遷や今日的動向について説明することができる。
・様々な実践事例にふれることで、カリキュラム開発の事例知識やそれらを分類・整理する視点を会得する。
・カリキュラム・マネジメントの基本的な考え方やその意義について説明することができる。
●授業内容・授業計画
まず、教育課程やカリキュラムに関わる諸概念およびその編成や開発に関わる基本原理、教育課程が社会において果た
している役割等を整理する。次いで、学習指導要領改訂の変遷およびその社会的背景や教科・領域横断的な視点にもとづ
く教育課程の編成について、事例を交えて解説する。加えて、生徒・学校・地域の実態をふまえた中・長期的な教育課程
の編成や今日的な教育課題に対応した取り組みについても解説する。さらに、カリキュラム・マネジメントに関する基本
的な考え方やカリキュラム評価の視点・方法を講ずる。最後に、カリキュラム・マネジメントに資する教師の力量につい
て、総括的に考察する。
第１回：オリエンテーション（キー概念に関する診断的評価と解説）
第２回：教育課程とカリキュラムに関わる諸概念の整理
第３回：教育課程編成とカリキュラム開発の基本原理
第４回：社会に開かれた教育課程とその役割・機能
第５回：学習指導要領改訂の変遷とその社会的背景1（中学校）
第６回：学習指導要領改訂の変遷とその社会的背景2（高等学校）
第７回：教科・領域横断的な視点にもとづく教育課程の編成1（教科を中心として）
第８回：教科・領域横断的な視点にもとづく教育課程の編成2（総合的な学習の時間を中心として）
第９回：生徒・学校・地域の実態をふまえた中・長期的な教育課程の編成
第１０回：今日的な教育課題に対応した教育課程の編成
第１１回：次世代のため教育課程の編成を目指す先導的な取り組み
第１２回：カリキュラム・マネジメントの基本的な考え方
第１３回：カリキュラム評価の視点と方法
第１４回：カリキュラム・マネジメントに資する教師の力量
定期試験
●事前・事後学習の内容
・講義終了後、各回に配付するワークシートの課題に取り組んで、次なる講義に臨むこと（具体的には、授業中に指示
する）。
・講義に関連する資料（論文、文献、新聞記事など）を授業の事前・事後に収集、読解するなど、授業内容のさらなる
理解に努めること。
●評価方法
授業中におけるグループワーク等の取り組み（30%）と定期試験（70%）で総合的に評価する。
評価の観点A：教育課程の意義を理解している。
評価の観点B：学習指導要領をその歴史的変遷のなかに位置づけて、説明することができる。
評価の観点C：教育課程の編成および授業づくりの方法について理解している。
●受講生へのコメント
・講義を中心として授業を進めるが、グループでのディスカッション等の機会も設けるので、それらへの受講生の積極
的な参加を求める。
・授業担当者との連絡は、電子メールによって行っていただきたい。
●参考文献・教材
テキスト
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省） 中学校学習指導要領解説総則編（平成29年7月、文部科学省） 高
等学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学省） 高等学校学習指導要領解説総則編（平成○年○月告示予定、文部科

学省）
参考書・参考資料等
木原俊行（20111）『活用型学力を育てる授業づくり』ミネルヴァ書房. 佐藤学（1996）『教育方法学』岩波書店. 田中博之（2013）
『カリキュラム編成論』放送大学教育振興会. 田中耕治編（2009）『よくわかる教育課程』ミネルヴァ書房

授業科目名

科目NO.

教育課程論 ｃ
Theory of School Curriculum

KLPED2205

授業コード

L200550030
単位数

ｃ

授業形態

担当教員名

講義

廣瀬 真琴

2単位

●科目の主題
本講義では、教育課程の編成やカリキュラム開発に関して、理論的・実践的に学ぶ機会を提供する。受講生には、講義
における解説、事例紹介を通じて、教育課程の編成やカリキュラム開発について多面的に考察してもらいたい。また、受
講者相互による事例の検討・作業等を通じて、それらを創造的に思考する営みにも従事してもらいたい。以上により、カ
リキュラムを創造する主体としての力量形成を目指してほしい。
●到達目標
・教育課程の意義と編成の方法、カリキュラムとその開発の概念について説明することができる。
・わが国における教育課程編成、カリキュラム開発の変遷や今日的動向について説明することができる。
・様々な実践事例にふれることで、カリキュラム開発の事例知識やそれらを分類・整理する視点を会得する。
・カリキュラム・マネジメントの基本的な考え方やその意義について説明することができる
●授業内容・授業計画
まず、教育課程やカリキュラムに関わる諸概念およびその編成や開発に関わる基本原理、教育課程が社会において果た
している役割等を整理する。次いで、学習指導要領改訂の変遷およびその社会的背景や教科・領域横断的な視点にもとづ
く教育課程の編成について、事例を交えて解説する。加えて、生徒・学校・地域の実態をふまえた中・長期的な教育課程
の編成や今日的な教育課題に対応した取り組みについても解説する。さらに、カリキュラム・マネジメントに関する基本
的な考え方やカリキュラム評価の視点・方法を講ずる。最後に、カリキュラム・マネジメントに資する教師の力量につい
て、総括的に考察する。
１回：オリエンテーション（キー概念に関する診断的評価と解説）
第２回：教育課程とカリキュラムに関わる諸概念の整理
第３回：教育課程編成とカリキュラム開発の基本原理
第４回：社会に開かれた教育課程とその役割・機能
第５回：学習指導要領改訂の変遷とその社会的背景1（中学校）
第６回：学習指導要領改訂の変遷とその社会的背景2（高等学校）
第７回：教科・領域横断的な視点にもとづく教育課程の編成1（教科を中心として）
第８回：教科・領域横断的な視点にもとづく教育課程の編成2（総合的な学習の時間を中心として）
第９回：生徒・学校・地域の実態をふまえた中・長期的な教育課程の編成
第１０回：今日的な教育課題に対応した教育課程の編成
第１１回：次世代のため教育課程の編成を目指す先導的な取り組み
第１２回：カリキュラム・マネジメントの基本的な考え方
第１３回：カリキュラム評価の視点と方法
第１４回：カリキュラム・マネジメントに資する教師の力量
定期試験
●事前・事後学習の内容
・講義終了後、各回に配付するワークシートの課題に取り組んで、次なる講義に臨むこと（具体的には、授業中に指示
する）。
・講義に関連する資料（論文、文献、新聞記事など）を授業の事前・事後に収集、読解するなど、授業内容のさらなる
理解に努めること。
●評価方法
授業中におけるグループワーク等の取り組み（30%）と定期試験（70%）で総合的に評価する。
評価の観点A：教育課程の意義を理解している。
評価の観点B：学習指導要領をその歴史的変遷のなかに位置づけて、説明することができる。
評価の観点C：教育課程の編成および授業づくりの方法について理解している。
●受講生へのコメント
・講義を中心として授業を進めるが、グループでのディスカッション等の機会も設けるので、それらへの受講生の積極
的な参加を求める。
・授業担当者との連絡は、電子メールによって行っていただきたい。
●参考文献・教材
テキスト
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省） 中学校学習指導要領解説総則編（平成29年7月、文部科学省） 高等
学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学省） 高等学校学習指導要領解説総則編（平成○年○月告示予定、文部科学

省）
参考書・参考資料等
木原俊行（20111）『活用型学力を育てる授業づくり』ミネルヴァ書房. 佐藤学（1996）『教育方法学』岩波書店. 田中博之（2013）
『カリキュラム編成論』放送大学教育振興会. 田中耕治編（2009）『よくわかる教育課程』ミネルヴァ書房.

授業科目名

科目NO.

特別活動論 a,b

KLPED2206

授業コード

L200560010
単位数

Theory of Extracurricular Activities

a

授業形態

担当教員名

講義

小原 淳一

2単位

●科目の主題
教員にとって必要な、特別活動の指導に関わる知識・技能・態度を身につける
●到達目標
教育課程における特別活動の位置づけ、特別活動の特徴と意義、特別活動の内容（学級活動・ホームルーム活動、生徒会活動、
学校行事、関連する活動として部活動）、道徳、総合的な学習の時間、生徒指導との関連について知り、それに基づき、特別活動
の実践的指導について考えることができる。
●授業内容・授業計画
原則として毎回課題を出します。必ず次回授業時までに準備をしてください。授業ではそれを前提にして活動を展開し
ます。毎回の授業開始時に課題に関するレポートを書いてもらいます。また、小グループに分かれての班別課題も出しま
すので、授業時間以外に班ごとに学習する場面もあります。なお、第1回目はオリエンテーションですので、準備の必要
はありません。
第１回：オリエンテーション、新しい学習指導要領の基本理念と特別活動
第２回：特別活動の目標・特質・方法原理
第３回：学習指導要領上の特別活動と各教科・領域
第４回：望ましい集団活動と人間関係
第５回：学級活動（ホームルーム）の目標と指導
第６回：合意形成と意思決定の話合い
第７回：学習指導案の書き方 話合い活動
第８回：学習指導案づくり(1) 生徒観、題材観、指導観
第９回：学習指導案づくり(2) 本時の展開と事前指導、事後指導、評価
第１０回：学校行事指導の事例研究
第１１回：生徒会活動の事例研究
第１２回：いじめ問題の基礎、いじめをなくす生徒会活動
第１３回： 特別活動における家庭・地域住民や関係機関との連携
第１４回：全国学力学習状況調査と特別活動、まとめ 最終レポート提出
●事前・事後学習の内容
原則として毎回課題を出します。必ず次回授業時までに準備をしてください。授業ではそれを前提にして活動を展開し
ます。毎回の授業開始時に課題に関するレポートを書いてもらいます。また、小グループに分かれての班別課題も出しま
すので、授業時間以外に班ごとに学習する場面もあります。なお、第1回目はオリエンテーションですので、準備の必要
はありません。
●評価方法
毎回の課題、レポート
評価観点1
特別活動の今日的課題を理解している。
評価観点2
特別活動の特徴と意義を理解している。
評価観点3
特別活動の実践的展開に必要な基本を理解している。
●受講生へのコメント
特別活動の指導は話会い活動の指導が重要な柱になります。特別活動の指導法を考える本科目では、授業中に話合う活
動を多く取り入れることによって、話合いの指導についても考えていただきます。
●参考文献・教材
テキスト 文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別活動編』平成29年3月
参考書・参考資料等 特になし

授業科目名

科目NO.

特別活動論 ｃ

KLPED2206

授業コード

L200560030
単位数

Theory of Extracurricular Activities

ｃ

授業形態

担当教員名

講義

添田 晴雄

2単位

●科目の主題
教員にとって必要な、特別活動の指導に関わる知識・技能・態度を身につける
●到達目標
教育課程における特別活動の位置づけ、特別活動の特徴と意義、特別活動の内容（学級活動・ホームルーム活動、生徒会活動、
学校行事、関連する活動として部活動）、道徳、総合的な学習の時間、生徒指導との関連について知り、それに基づき、特別活動
の実践的指導について考えることができる。
●授業内容・授業計画
第１回：オリエンテーション、新しい学習指導要領の基本理念と特別活動
第２回：特別活動の目標・特質・方法原理
第３回：学習指導要領上の特別活動と各教科・領域
第４回：望ましい集団活動と人間関係
第５回：学級活動（ホームルーム）の目標と指導
第６回：合意形成と意思決定の話合い
第７回：学習指導案の書き方 話合い活動
第８回：学習指導案づくり(1) 生徒観、題材観、指導観
第９回：学習指導案づくり(2) 本時の展開と事前指導、事後指導、評価
第１０回：学校行事指導の事例研究
第１１回：生徒会活動の事例研究
第１２回：いじめ問題の基礎、いじめをなくす生徒会活動
第１３回： 特別活動における家庭・地域住民や関係機関との連携
第１４回：全国学力学習状況調査と特別活動、
まとめ 最終レポート提出
●事前・事後学習の内容
原則として毎回課題を出します。必ず次回授業時までに準備をしてください。授業ではそれを前提にして活動を展開し
ます。毎回の授業開始時に課題に関するレポートを書いてもらいます。また、小グループに分かれての班別課題も出しま
すので、授業時間以外に班ごとに学習する場面もあります。なお、第1回目はオリエンテーションですので、準備の必要
はありません。
●評価方法
毎回の課題、レポート
評価観点1
特別活動の今日的課題を理解している。
評価観点2
特別活動の特徴と意義を理解している。
評価観点3
特別活動の実践的展開に必要な基本を理解している。
●受講生へのコメント
特別活動の指導は話会い活動の指導が重要な柱になります。特別活動の指導法を考える本科目では、授業中に話合う活
動を多く取り入れることによって、話合いの指導についても考えていただきます。
●参考文献・教材
テキスト
文部科学省『中学校学習指導要領』平成29年3月、『中学校学習指導要領解説 特別活動編』平成29年6月
参考書・参考資料等
特になし

授業科目名

科目NO.

教育方法論 a

KLPED2204

授業コード

L200570010
単位数

Theory of Teaching Methods a
授業形態

担当教員名

講義

古田 紫帆

2単位

●科目の主題
これからの教育方法に関し講義した上で，学習指導案を作成する。
後半では教育の情報化をテーマとした講義を行う。
●到達目標
子どもたちに育みたい資質・能力を明確にした上で，授業を作ることができる。
学校で進められている教育の情報化について，その概要を説明できる。
●授業内容・授業計画
第１回：これからの子どもたちに育みたい資質・能力
第２回：授業をつくるということ
第３回：評価をデザインする
第４回：学習環境をデザインする
第５回：教師としての授業力を高めるために
第６回：授業を支える指導技術
第７回：学びを引き出す指導技術
第８回：学習指導案をつくる（１）学習目標の設定
第９回：学習指導案をつくる（２）深い学びを導く教材研究
第１０回：学習指導案をつくる（３）主体的・対話的な学習過程
第１１回：学習指導案をつくる（４）学びが見える評価方法
第１２回：授業の魅力を高めるICTの活用
第１３回：子どもたちの学びを支えるICT環境
第１４回：情報活用能力を育てる
●事前・事後学習の内容
指定したテキストについて，事前に読んだ上で，課題を準備してきていただきます。
事前課題に基づき，講義を展開する予定です。
●評価方法
学習指導案の作成（70%），教育の情報化に関するレポート（30%）
評価の観点Ａ：教育方法の基礎的な理論と具体的な授業づくりの方法を理解している。
評価の観点Ｂ：教育技術の具体的な活用方法、教育評価のあり方を理解している。
評価の観点Ｃ：情報機器および教材･教具の活用について理解している。
●受講生へのコメント
授業においては，受講者間で議論することが多くなりますので，積極的に意見を出せるようにしていただければと思い
ます。
●参考文献・教材
テキスト
稲垣忠（編著）（2018年度発行予定）授業設計マニュアルver.3（北大路書房）
参考書・参考資料等
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省）
中学校学習指導要領解説総則編（平成29年7月、文部科学省）
高等学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学省）
高等学校学習指導要領解説総則編（平成○年○月予定、文部科学省）
教育の情報化の推進 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm

授業科目名

科目NO.

教育方法論 b

KLPED2204

授業コード

L200570020
単位数

Theory of Teaching Methods b
授業形態

担当教員名

講義

坂本 將暢

2単位

●科目の主題
これからの教育方法に関し講義した上で，学習指導案を作成する。
後半では教育の情報化をテーマとした講義を行う。
●到達目標
子どもたちに育みたい資質・能力を明確にした上で，授業を作ることができる。
学校で進められている教育の情報化について，その概要を説明できる。
●授業内容・授業計画
授業計画
第１回：これからの子どもたちに育みたい資質・能力
第２回：授業をつくるということ
第３回：評価をデザインする
第４回：学習環境をデザインする
第５回：教師としての授業力を高めるために
第６回：授業を支える指導技術
第７回：学びを引き出す指導技術
第８回：学習指導案をつくる（１）学習目標の設定
第９回：学習指導案をつくる（２）深い学びを導く教材研究
第１０回：学習指導案をつくる（３）主体的・対話的な学習過程
第１１回：学習指導案をつくる（４）学びが見える評価方法
第１２回：授業の魅力を高めるICTの活用
第１３回：子どもたちの学びを支えるICT環境
第１４回：情報活用能力を育てる
●事前・事後学習の内容
指定したテキストについて，事前に読んだ上で，課題を準備してきていただきます。
事前課題に基づき，講義を展開する予定です。
●評価方法
学習指導案の作成（70%），教育の情報化に関するレポート（30%）
評価の観点Ａ：教育方法の基礎的な理論と具体的な授業づくりの方法を理解している。
評価の観点Ｂ：教育技術の具体的な活用方法、教育評価のあり方を理解している。
評価の観点Ｃ：情報機器および教材･教具の活用について理解している。
●受講生へのコメント
授業においては，受講者間で議論することが多くなりますので，積極的に意見を出せるようにしていただければと思い
ます。
●参考文献・教材
テキスト
稲垣忠（編著）（2018年度発行予定）授業設計マニュアルver.3（北大路書房）
参考書・参考資料等
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省）
中学校学習指導要領解説総則編（平成29年7月、文部科学省）
高等学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学省）
高等学校学習指導要領解説総則編（平成○年○月予定、文部科学省）
教育の情報化の推進 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm

授業科目名

科目NO.

教育方法論 ｃ

KLPED2204

授業コード

L200570030
単位数

Theory of Teaching Methods ｃ
授業形態

担当教員名

講義

寺嶋 浩介

2単位

●科目の主題
これからの教育方法に関し講義した上で，学習指導案を作成する。
後半では教育の情報化をテーマとした講義を行う。
●到達目標
子どもたちに育みたい資質・能力を明確にした上で，授業を作ることができる。
学校で進められている教育の情報化について，その概要を説明できる。
●授業内容・授業計画
第１回：これからの子どもたちに育みたい資質・能力
第２回：授業をつくるということ
第３回：評価をデザインする
第４回：学習環境をデザインする
第５回：教師としての授業力を高めるために
第６回：授業を支える指導技術
第７回：学びを引き出す指導技術
第８回：学習指導案をつくる（１）学習目標の設定
第９回：学習指導案をつくる（２）深い学びを導く教材研究
第１０回：学習指導案をつくる（３）主体的・対話的な学習過程
第１１回：学習指導案をつくる（４）学びが見える評価方法
第１２回：授業の魅力を高めるICTの活用
第１３回：子どもたちの学びを支えるICT環境
第１４回：情報活用能力を育てる
●事前・事後学習の内容
指定したテキストについて，事前に読んだ上で，課題を準備してきていただきます。
事前課題に基づき，講義を展開する予定です。
●評価方法
学習指導案の作成（70%），教育の情報化に関するレポート（30%）
評価の観点Ａ：教育方法の基礎的な理論と具体的な授業づくりの方法を理解している。
評価の観点Ｂ：教育技術の具体的な活用方法、教育評価のあり方を理解している。
評価の観点Ｃ：情報機器および教材･教具の活用について理解している。
●受講生へのコメント
授業においては，受講者間で議論することが多くなりますので，積極的に意見を出せるようにしていただければと思い
ます。
●参考文献・教材
稲垣忠（編著）（2018年度発行予定）授業設計マニュアルver.3（北大路書房）
参考書・参考資料等
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省） 中学校学習指導要領解説総則編（平成29年7月、文部科学省） 高
等学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学省） 高等学校学習指導要領解説総則編（平成○年○月予定、文部科学省）
教育の情報化の推進 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm

授業科目名

科目NO.

国語科教育法Ⅰ

KLJPN2201

授業コード

L200580010
単位数

Methods of Teaching JapaneseⅠ
授業形態

担当教員名

講義

木村 雅則

2単位

●科目の主題
国語科教員の仕事内容と、教科として指導すべき内容を理解する。
●到達目標
国語科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された学習内容について理解を深めるととも
に、様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法を身に付け、国語科教員として教育界に
貢献するための基本的な能力や知識を身に付ける。
●授業内容・授業計画
授業の概要
国語科についての様々な内容について概説し、教科担当者としての基本的な視点や能力を培う。また、
第２回以降は毎回小テストを実施し、基礎的な実力を培う手立てとする。
授業計画
第１回：ガイダンスとオリエンテーション（国語科とはどんな教科か）
第２回：「国語」の授業の周辺①──専門用語など
第３回：「国語」の授業の周辺②──教科書・情報機器および教材の効果的な活用など
第４回：授業の構築①──授業前（学習指導計画・学習指導案の作成、情報機器の効果的な活用など）
第５回：授業の構築②──授業中（実際の展開・板書、情報機器の効果的な活用など）
第６回：授業の構築③──授業後（学習評価・考査問題の作成など）
第７回：教材研究
第８回：学習指導要領①──内容と変遷
第９回：学習指導要領②──校種間連携など
第１０回：教え方の基礎①──現代文分野
第１１回：教え方の基礎②──古典分野
第１２回：学習指導案①──高等学校
第１３回：学習指導案②──中学校
第１４回：学習指導案③──作成演習
定期試験
●事前・事後学習の内容
・【事前学習】小テストへの準備──各回の小テストについては、第１回授業時に詳細を説明するので、十分勉強をし
て臨むこと。
・【事後学習】講義内容の復習と暗記──各回の講義内容について十分復習するとともに、覚えておくべき語句や内容
について、必要に応じて確実に暗記すること。
●評価方法
評価観点１ 日本語表現に関わる問題点について理解している。
評価観点２ 国語科教員として、必要な国語能力を再確認できている。
評価観点３ 学習指導要領の「国語」の項目について理解している。
●受講生へのコメント
・第１回目の「ガイダンスとオリエンテーション」は、本授業の内容について説明するものです。いわゆる「お試し授
業」ではありませんので、本授業を受講しようと考えている人は必ず出席してください。第１回目欠席の場合、もしその
欠席に伴う不利益があれば、それについては自己責任としますので、ご注意ください。
●参考文献・教材
テキスト
・『高等学校学習指導要領解説 国語編』（平成22年6月、文部科学省）
・『高等学校 精選国語総合改訂版』(国総３３８、三省堂。文部科学省検定済高等学校国語科用教科書）
参考書・参考資料等
中学校学習指導要領解説 国語編（平成29年6月、文部科学省）

授業科目名

科目NO.

国語科教育法Ⅱ

KLJPN2202

授業コード

L200590010
単位数

Methods of Teaching JapaneseⅡ
授業形態

担当教員名

演習

木村 雅則

2単位

●科目の主題
具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法を身に付ける。
●到達目標
学習指導要領に示された国語科の学習内容について、背景となる学問領域と関連させて理解を深めるとともに、様々な学習理
論を踏まえて古典分野の模擬授業を行い、それを通じて授業設計を行う方法を身に付ける。
●授業内容・授業計画
授業の概要 古典分野（高等学校）を想定した模擬授業を行い、その検討を通じた古典分野の各領域について、授業の
実践的研究を行う。
授業計画
第１回：ガイダンスと授業担当者の決定
第２回：「古典」（古文）模範授業と指導の研究【講義】
第３回：「古典」（漢文）模範授業と指導の研究【講義】
第４回：模擬授業と分野別研究１──古文・随筆（一）２年生前期想定
第５回：模擬授業と分野別研究２──漢文・小話 ２年生前期想定
第６回：模擬授業と分野別研究３──古文・物語（一）２年生後期想定
第７回：模擬授業と分野別研究４──漢文・詩（近体詩）２年生後期想定
第８回：模擬授業と分野別研究５──古文・物語（二）２年生後期想定
第９回：模擬授業と分野別研究６──漢文・史伝 ２年生後期想定
第１０回：模擬授業と分野別研究７──古文・日記 ２年生後期想定
第１１回：模擬授業と分野別研究８──漢文・思想 ２年生後期想定
第１２回：模擬授業と分野別研究９──古文・随筆（二）３年生前期想定
第１３回：模擬授業と分野別研究１０──漢文・文章 ３年生前期想定
第１４回：模擬授業と分野別研究１１──古文・日記（二）３年生前期想定
定期試験は実施しない
●事前・事後学習の内容
・【事前学習】模擬授業の計画立案と準備──自分の担当する回については、授業を計画・立案するとともに、責任を
持ってその準備を万全に行うこと。他の人の回については、自分ならどのようにそれぞれの単元を指導するかを、授業ま
でにシミュレーションしておくこと。自分が担当しない回についても、教材研究をしておくことが望ましい。
・【事後学習】模擬授業の反省と課題作成──自分が担当する回については、その振り返りや指摘されたことを基に、
指定された課題に取り組むこと。他の人の回については、他の人の模擬授業や分野ごとの指導重点に
●評価方法
評価観点１ 模擬授業に対して、意欲的に関わっている。
評価観点２ 教材の問題点を的確に理解できている。
評価観点３ 学習指導要領に沿って、教材を取り扱っている。
●受講生へのコメント
・第１回目の授業は、本授業の説明だけでなく各回の担当者も決定します。いわゆる「お試し授業」ではありませんの
で、本授業を受講する予定の人は欠席しないでください。なお、欠席の場合は模擬授業については授業担当者で決定しま
すので、一任願います。
●参考文献・教材
テキスト
「精選古典Ｂ改訂版」（古Ｂ３３５、三省堂。文部科学省検定済高等学校国語科用教科書）
参考書・参考資料等
高等学校学習指導要領解説国語編（平成22年６月、文部科学省）

授業科目名

科目NO.

国語科教育法Ⅳ

KLJPN2204

授業コード

L200610010
単位数

Methods of Teaching JapaneseⅣ
授業形態

担当教員名

講義／演習

木村 雅則

2単位

●科目の主題
具体的な授業場面を想定した表現分野の授業設計を行う方法を身に付ける。
●到達目標
国語科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された国語科の学習内容について、模擬授
業を含めて授業設計を行う方法を身に付ける
●授業内容・授業計画
授業の概要 「言語活動」と表現分野の目標や方法について講義するとともに、担当者を決めて模擬授業を行い、その
検討を通じて表現分野について授業の実践的研究を行う。
授業計画
第１回：ガイダンスと授業担当者の決定
第２回：言語活動１──「言語活動」とは何か① 高等学校の場合
第３回：言語活動２──「言語活動」とは何か② 中学校の場合
第４回：言語活動３──言語活動例の演習①（課題作成）
第５回：言語活動４──言語活動例の演習②（作成された課題の検討）
第６回：言語活動５──「言語活動」を含む模擬授業
第７回：表現１──「国語表現」とはどのような科目か（高等学校）
第８回：表現２──「話す・聞くこと」の指導
第９回：表現３──「書くこと」の指導① 意見文・小論文
第１０回：表現４──「書くこと」の指導② 創作と評価
第１１回：表現５──表現分野の模擬授業１ 「話す・聞くこと」
第１２回：表現６──表現分野の模擬授業２ 「書くこと」①意見文を書く
第１３回：表現７──表現分野の模擬授業３ 「書くこと」②創作する
第１４回：まとめ
定期試験は実施しない
●事前・事後学習の内容
・本授業は、事前学習（予習）より事後学習（復習）を重視します。
・【事前学習】次回の範囲について、必要ならテキストを使いつつ、あらかじめ自分の考えをまとめておくこと。
・【事後指導】授業の内容について確実に復習するとともに、必要に応じて重要事項を暗記したり、テキストで補った
りしながら、自分の授業につながる知識として体系化しておくこと。
●評価方法
評価観点１ 意見交換に対して、意欲的に関わっている。
評価観点２ 教材の取り扱い方、問題点を的確に理解できている。
評価観点３ 学習指導要領に沿って、教材を取り扱っている。
●受講生へのコメント
・第１回授業は、ガイダンスだけでなく、本授業で必要なことを全て伝達・決定します。いわゆる「お試し授業」では
ありませんので、少しでも履修を考えている人は、必ず出席してください。第１回目の授業欠席に伴う不利益については、
自己責任でお願いします。
●参考文献・教材
テキスト
「国語表現」（国表３０３、京都書房。文部科学省検定済高等学校国語科用教科書）
参考書・参考資料等
高等学校学習指導要領解説国語編（平成22年６月、文部科学省） 中学校学習指導要領解説国語編（平成29年6月、文部科
学省）

授業科目名

科目NO.

社会科・地理歴史科教育法Ⅰ a
Methods of Teaching Geography and HistoryⅠ a
授業形態

担当教員名

講義

中 善則

KLSGH2201

授業コード

L200620010
単位数

2単位

●科目の主題
社会科授業の理論と教材開発
●到達目標
中学校社会科（主に地理・歴史分野）および高校地理歴史科の授業を構想・計画し、実践できるようになるために必要な基礎的
力量を身につけることを目標とする。
具体的には、
1.社会科・地歴科授業の基礎的な理論を理解すること、
2.社会科・地歴科授業についての視野を広げ、多様な教授方法や活動とコミュニケーションの組織の方法について知ること、
3.社会科・地歴科における教材研究と授業構想のあり方を理解すること、 が到達目標である。
●授業内容・授業計画
授業の概要
学習指導要領や社会科教育の理論と実践を学ぶこととを通して、社会科授業についてのイメージを拡張
し、社会科・地歴科において目指すべき資質・能力をより豊かに実現する道筋を理解する。
できるかぎりディスカッ
ションやワークショップなどの形式を取り入れながら、多様な授業のあり方を体験的に知る機会を多くつくっていきた
い。
授業計画
第1回：オリエンテーション 社会科教育の歴史から
第2回：社会科授業の構成要素授業の主体とコミュニケーション
第3回：社会科の目標と内容
第4回：社会科授業の方法
第5回：社会科授業の組織形態と評価
第6回：社会科授業におけるグループワーク
第7回：社会科授業におけるメディアの活用
第8回：社会参加を通した社会科授業
第9回：社会科における教材開発
第10回：シミュレーション教材の意義
第11回：シミュレーション教材の活用
第12回：地理的分野の授業構成と展開
第13回：歴史的分野の授業構成と展開
第14回：社会科教育における評価
定期試験
●事前・事後学習の内容
事後学習としては、授業中に紹介した論文や文献を読んで、活用できるようにすること。
事前学習としては、次回の授業までの課題に積極的に取り組むことが求められる。
●評価方法
授業への参加・貢献（毎回のコメントカードを含む）30% 課題レポート（教材研究と授業構想）50% まとめのレポート
20%
評価の観点 1 社会科の歴史について理解している
評価の観点 2 社会科・地歴科の目標と内容について理解している。
評価の観点 3 社会科・地歴科の教授方法と評価について理解している。
●受講生へのコメント
この授業を通して、社会科授業についてのイメージを拡張し、より豊かな社会科の可能性を認識してもらいたい。また
授業への参加の仕方が、現実の社会への参加の仕方とつながっていることに気づいてほしい。そのために、できるかぎり
ディスカッションやワークショップなどの形式を取り入れながら、多様な授業のあり方を体験的に知る機会を多くつく
っていくので、積極的な参加を期待します。
●参考文献・教材
テキスト
『中学校学習指導要領解説社会編』（平成29年6月、文部科学省） 『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』（平成○年○
月予定、文部科学省）
参考書・参考資料等
特になし

授業科目名

科目NO.

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ a
Methods of Teaching Geography and HistoryⅡ a
授業形態

担当教員名

講義

中 善則

KLSGH2202

授業コード

L200630010
単位数

2単位

●科目の主題
社会科授業の理論と教材開発
●到達目標
中学校社会科（主に地理・歴史分野）および高校地理歴史科の授業を構想・計画し、実践できるようになるために必要な基礎的
力量を身につけることを目標とする。
具体的には、
1.社会科・地歴科授業の基礎的な理論を理解すること、
2.社会科・地歴科授業についての視野を広げ、多様な教授方法や活動とコミュニケーションの組織の方法について知ること、
3.社会科・地歴科における教材研究と授業構想のあり方を理解すること、 が到達目標である。
●授業内容・授業計画
授業の概要
学習指導要領や社会科教育の理論と実践を学ぶこととを通して、社会科授業についてのイメージを拡張
し、社会科・地歴科において目指すべき資質・能力をより豊かに実現する道筋を理解する。
できるかぎりディスカッ
ションやワークショップなどの形式を取り入れながら、多様な授業のあり方を体験的に知る機会を多くつくっていきた
い。
授業計画
第1回：オリエンテーション 社会科教育の歴史から
第2回：社会科授業の構成要素授業の主体とコミュニケーション
第3回：社会科の目標と内容
第4回：社会科授業の方法
第5回：社会科授業の組織形態と評価
第6回：社会科授業におけるグループワーク
第7回：社会科授業におけるメディアの活用
第8回：社会参加を通した社会科授業
第9回：社会科における教材開発
第10回：シミュレーション教材の意義
第11回：シミュレーション教材の活用
第12回：地理的分野の授業構成と展開
第13回：歴史的分野の授業構成と展開
第14回：社会科教育における評価
定期試験
●事前・事後学習の内容
事後学習としては、授業中に紹介した論文や文献を読んで、活用できるようにすること。
事前学習としては、次回の授業までの課題に積極的に取り組むことが求められる。
●評価方法
授業への参加・貢献（毎回のコメントカードを含む）30% 課題レポート（教材研究と授業構想）50% まとめのレポート
20%
評価の観点 1 社会科の歴史について理解している
評価の観点 2 社会科・地歴科の目標と内容について理解している。
評価の観点 3 社会科・地歴科の教授方法と評価について理解している。
●受講生へのコメント
この授業を通して、社会科授業についてのイメージを拡張し、より豊かな社会科の可能性を認識してもらいたい。また
授業への参加の仕方が、現実の社会への参加の仕方とつながっていることに気づいてほしい。そのために、できるかぎり
ディスカッションやワークショップなどの形式を取り入れながら、多様な授業のあり方を体験的に知る機会を多くつく
っていくので、積極的な参加を期待します。
●参考文献・教材
テキスト
『中学校学習指導要領解説社会編』（平成29年6月、文部科学省） 『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』（平成○年○
月予定、文部科学省）
参考書・参考資料等
特になし

授業科目名

科目NO.

KLSCV2201

社会科・公民科教育法Ⅰ a,b
Methods of Teaching Social Studies and

授業コード

L200640010,20
単位数

CivicsⅠ a,b

授業形態

担当教員名

講義

岩本 賢治

2単位

●科目の主題
中等社会科の歴史、目標、内容、方法を学び、授業プランづくり、模擬授業を通じて社会科教育への基本的な理解を深
める。
●到達目標
中等社会科の目標、内容、方法に関する基本的な理解を深めるために、小学校・中学校・高等学校の社会科の歴史とすぐれた
社会科実践の分析を行う中で、授業づくりの視点と方法を学ぶ。中等社会科の学習指導案を作成し、模擬授業を通じて実践力を
身につける。
●授業内容・授業計画
授業の概要
社会科・公民科について戦後社会科（公民科）の誕生（前史を含む）から現在までの歴史、学習指導要領
の変遷、社会科教育実践のあゆみ、中学校教科書論、教材論、授業論を深める。
授業計画
第１回：めざす中等社会科教育像—中学生の学習状況調査（社会科）と大学生の被教育体験から考える。
第２回：戦後の社会科のあゆみ（1）—戦前の「社会科」教育の歴史と公民教育構想から初期社会科の誕生へ
第３回：戦後の社会科のあゆみ（2）—問題解決学習と初期社会科実践、系統主義か生活主義かの論争
第４回：戦後の社会科のあゆみ（3）—指導要領改訂の歴史とさまざまな社会科教育実践（〜1989年）
第５回：戦後の社会科のあゆみ（4）—指導要領改訂の歴史とさまざまな社会科教育実践（1989年〜）
第６回：戦後社会科教育実践の授業分析（1）—生活綴方を生かした授業
第７回：戦後社会科教育実践の授業分析（2）—地域の歴史を生かした授業（小学校）
第８回：戦後社会科教育実践の授業分析（3）—地域の歴史を生かした授業（中学校）
第９回：戦後公民科教育実践の授業分析（3）—主権者教育をめざした授業（高校）
第１０回：社会科・公民科教材づくりの視点と方法（1）—教育内容と教材の区分、中学校の教科書分析
第１１回：社会科・公民科教材づくりの視点と方法（2）—学習指導案づくり、授業構想と教材研究
第１２回：社会科・公民科教材づくりの視点と方法（3）—学習指導案づくり、具体的な授業案づくり
第１３回：社会科教材づくりの視点と方法（4）—「対話的主体的で深い学び」につながる授業づくり
第１４回：社会科教材づくりの視点と方法（5）—情報機器を生かした授業づくり
定期試験
●事前・事後学習の内容
高校公民科「現代社会」や中学校公民的分野で導入や展開で使えそうな資料（文字資料＝新聞・書籍・雑誌など、音声
音楽資料＝演説やラジオニュース・邦楽洋楽など、絵画動画資料＝絵本・マンガ・テレビ映画映像など、日常生活のなか
から身近にある公民に関係のある教材を発見する。
●評価方法
評価観点 1
社会科・公民科教育の諸理論や意義について理解している
評価観点 2
社会科・公民科教育並びに授業をめぐる諸課題について理解している
評価観点 3
社会科・公民科教育並びに授業について、 自分なりの意見を持っている
●受講生へのコメント
この授業は出席を重視するので注意すること。
授業の中でグループワークを通じて、意見形成、意見表明を求めるので、自分なりの考えを持ち、表現できるよう努
めること。
●参考文献・教材
テキスト
中学校学習指導要領社会科編（平成29年3月告示、文部科学省）
省）、
参考書・参考資料等
特になし

高等学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学

授業科目名

科目NO.

KLSCV2202

社会科・公民科教育法Ⅱ a,b
Methods of Teaching Social Studies and CivicsⅡ a,b
授業形態

担当教員名

講義

岩本 賢治

授業コード

L200650010,20
単位数

2単位

●科目の主題
教育実習での研究授業を念頭において、社会科・公民科「学習指導案（細案)」を作成することができる。授業実践の模
擬体験を通して、授業技術の基礎を身につける。協力して授業実践及び相互批評を行うことを通して、授業研究や授業改
善の方法を知る。
●到達目標
１ 中等社会科の授業を自ら構成し、「学習指導案」の形で表現し、授業ができる。 ２ そのために、社会科・公民科の目標及び
主な内容並びに全体構造を理解し、学習内容について指導上の留意点を理解し、学習評価の考え方を理解している。
●授業内容・授業計画
授業の概要 前半は講義を中心に、社会科の教科書研究、教材教具づくり、授業方法、学習指導案について概略を学ぶ。
後半は小集団または個人によって教材を開発し、学習指導案を作成し、模擬授業実践から相互批評を行い、授業力向上の
ための授業研究方法までを学ぶ。
授業計画 第１回：めざす中等社会科授業像—大学生の被教育体験から考える。
第２回：中学社会科公民的分野・高校公民科教育の課題（授業紹介）
第３回：公民科の授業実践の工夫と課題①（「対話的主体的で深い学び」について）
第４回：公民科の授業実践の工夫と課題②（情報機器の活用について）
第５回：社会科・公民科と評価—21世紀に求められる資質・能力、相対評価と絶対評価、観点別学習状況評価
第６回：学習指導案の作成①（学習指導案とは、その書き方など）
第７回：学習指導案の作成②（テーマ設定）
第８回：学習指導案の作成③（作成作業と添削）
第９回：学生による模擬授業の実施（現代社会の諸課題、ESD）
第１０回：学生による模擬授業の実施（青年期と自己形成）
第１１回：学生による模擬授業の実施（他者と共に生きる倫理）
第１２回：学生による模擬授業の実施（民主政治と日本国憲法）
第１３回：学生による模擬授業の実施（現代の経済社会）
第１４回：学生による模擬授業の実施（国際政治・経済の動向）
定期試験なし
●事前・事後学習の内容
高校公民科「現代社会」や中学校公民的分野で導入や展開で使えそうな資料（文字資料＝新聞・書籍・雑誌など、音声・
音楽資料＝演説やラジオニュース・邦楽洋楽など、絵画動画資料＝絵本・マンガ・テレビ映画映像など、日常生活のなか
から身近にある公民に関係のある教材を発見する。
●評価方法
評価観点1 公民科の授業における課題について理解している
評価観点2 公民科の学習指導案を適切に作成できる
評価観点3 個性的な授業プランを構想できる
●受講生へのコメント
あらかじめ社会科・公民科教育法Ⅰの授業を履修しておくことが望ましい。
この授業は出席を重視するので注意すること
●参考文献・教材
テキスト
中学校学習指導要領社会科編（平成29年3月告示、文部科学省）
省）、
参考書・参考資料等
特になし

高等学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学

授業科目名

科目NO.

外国語科教育法（英語）Ⅰ

KLENG2201

授業コード

L200660010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(English)Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

井狩 幸男

2単位

●科目の主題
英語教育全般に関する知識、及び基本的な指導技術の修得を目的とする。受講生には教育に対する情熱、英語に対する
主体的・対話的で深い学びが求められる。
●到達目標
(1) 教壇に立ち、指導する際に必要となる基本的な英語力を養う。
(2) 英語教育に関わる様々な問題を深く考察する態度を身につける。
●授業内容・授業計画
授業の概要 英語教育の理論面を扱い、実践的指導力の基礎固めに主眼を置く。
授業計画
第１回：英語指導の目標と内容
第２回：学習者の要因、教師の役割と良い教師の条件
第３回：英語習得の理論上の諸問題、英語指導の原理
第４回：発音の指導、文字とつづり字の指導
第５回：語彙の指導、文法の指導
第６回：リスニングの指導
第７回：スピーキングの指導
第８回：リーディングの指導
第９回：ライティングの指導
第１０回：コミュニケーションの指導、統合的指導
第１１回：教材研究と授業の準備、授業案の作成と授業の進め方
第１２回：教材と機器の活用、ネイティブ・スピーカーの活用
第１３回：テストと評価
第１４回：小学校の英語教育、これからの英語教育
定期試験
●事前・事後学習の内容
事前に、提出課題の準備をしながら、講義内容を確認する。事後に、講義内容の理解度チェックを行う。
●評価方法
評価観点1 英語教育に必要な背景知識を身につけている。
評価観点2 英語教育に必要な基本的な英語運用能力を身につけている。
評価観点3 英語教育に関わる様々な問題を深く考察する能力を備えている。
●受講生へのコメント
教職科目であることを勘案し、出席状況及び授業態度の悪い者は、単位を認定しないこともある。
●参考文献・教材
テキスト
『新編 英語科教育法入門』 土屋澄男 編著 研究社出版 2011
参考書・参考資料等
『バイリンガリズム入門』 山本雅代 編著 大修館書店 2014
『中学校学習指導要領』 文部科学省
『高等学校学習指導要領』 文部科学省

授業科目名

科目NO.

外国語科教育法（英語）Ⅱ

KLENG2202

授業コード

L200670010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(English)Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義／演習

溝畑 保之

2単位

●科目の主題
1)基礎・基本の指導法を習得する。
2)教育実習に備えて模擬授業を行い、実践力をつける。
3)指導案（細案）を作成する。
●到達目標
予告されたテーマについて、学習経験をもとに、英語でディスカッションできる。
学習指導要領の内容とその背景、基本的な英語指導法を理解する。
主体的、相互的、深い学びを成立させるための技能（アクティブ・ラーニングの技法）を身につける。
●授業内容・授業計画
授業の概要
1)英語教師に必要な知識と理論を習得する。
2)理論と実践を往還しながら指導法を考える。
3)指導案（細案）を作成し模擬授業を行い批評・検討し合う。
授業計画
第１回：オリエンテーション、より良い授業とは（経験の振り返り）、DVD視聴
第２回：新学習指導要領の3つの資質能力、指導と評価の一体化
第３回：コミュニケーションとは
第４回：中学校編(1)：小中連携、導入と語彙指導
第５回：中学校編(2)：本文の指導（文法、リーディング他）
第６回：中学校編(3)：内在化を促す指導（リスニング、リーディング他）
第７回：中学校編(4)：コミュニケーション活動（発表、やりとり、ライティング）、指導案、評価
第８回：中学校編(5)：模擬授業（第1学年）、ディスカッションによるアクティブラーニング
第９回：中学校編(6)：模擬授業（第2, 3学年）、ディスカッションによるアクティブラーニング
第１０回：高校編(1)：英語で授業を進めるとは、教師発話とティームティーチング
第１１回：高校編(2)：プリント・教材の作成、ICTの活用
第１２回：高校編(3)：ラウンド制による指導、統合的な活動
第１３回：高校編(4)：「コミュニケーション英語」の模擬授業、ディスカッションによるアクティブ ラーニング
第１４回：高校編(5)：「英語表現」の模擬授業、ディスカッションによるアクティブラーニング
定期試験
●事前・事後学習の内容
次回のディスカッション・テーマについて考えを整理しておく。
授業の概要をキーワードを中心にノートにまとめる。
●評価方法
評価観点1 英語科教育法の理論を理解している。
評価観点2 中学校英語の学習指導案を作成し、 それに基つ?いて授業か?て?きる。
評価観点3 高校英語の学習指導案を作成し、 それに基つ?いて授業か?て?きる。
●受講生へのコメント
教職科目であるゆえ、真摯な受講態度が望まれる。欠席が２回を超えると単位
の修得ができない。授業中に紹介する学会・研究会・セミナー等に参加して見聞
を広め、レポートを提出すること。
●参考文献・教材
テキスト
プリントを配布する。
参考書・参考資料等
『中学校学習指導要領解説』 『高等学校学習指導要領解説』 『改訂版 英語教育用語辞典』（白畑知彦ほか著 大修館書店）

授業科目名

科目NO.

外国語科教育法（英語）Ⅳ

KLENG2204

授業コード

L200690010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(English)Ⅳ
授業形態

担当教員名

演習

井狩 幸男

2単位

●科目の主題
模擬授業を通じて指導法を学ぶ。発音、文字と綴り、文法指導、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティ
ング、コミュニケーション活動等の指導方法について理解を深める。
●到達目標
(1) 生徒にわかりやすい授業を行ための基本的な指導力を修得する。
(2) 生徒を中心とした活動を実践するために必要な指導力を養う。
●授業内容・授業計画
授業の概要
担当を決めて模擬授業をしてもらう。授業への主体的・対話的な取り組みが期待される。
授業計画
第１回： 模擬授業及びその分析 （アクティブラーニング［ペアワーク］）
第２回： 模擬授業及びその分析 （アクティブラーニング［グループワーク］）
第３回： 模擬授業及びその分析 （英語指導法［L2理論、ALT、異文化理解、情報機器利用］）
第４回： 模擬授業及びその分析 （音声指導［発音、イントネーションなど］）
第５回： 模擬授業及びその分析 （文字指導［フォニックス、音読、黙読］)
第６回： 模擬授業及びその分析 （語彙指導［単語、定型表現など］)
第７回： 模擬授業及びその分析 （文法指導［分詞、不定詞、動名詞］）
第８回： 模擬授業及びその分析 （文法指導［分詞構文、受動態］）
第９回： 模擬授業及びその分析 （文法指導［関係詞、比較級、仮定法］）
第１０回：模擬授業及びその分析 （リーディング指導）
第１１回：模擬授業及びその分析 （リスニング指導）
第１２回：模擬授業及びその分析 （ライティング指導）
第１３回：模擬授業及びその分析 （スピーキング指導）
第１４回：模擬授業及びその分析 （コミュニケーション指導）
定期試験
●事前・事後学習の内容
模擬授業の準備と模擬授業後の反省
●評価方法
評価観点1 英語教育に必要な基本的な指導技能を習得している。
評価観点2 英語教育に求められる基本的な指導技能を応用する能力を備えている。
評価観点3 生徒に分かりやすい英語の授業を行うことができる。
●受講生へのコメント
自分が受けた授業に基づくよりも、自ら創意工夫して、生徒にわかりやすい授業をするように心掛けること。模擬授業
の発表が当たっていない時でも、他の人の発表を参考にして、次回の模擬授業に活かせるよう、積極的に授業に参加する
こと。
●参考文献・教材
テキスト
『新編 英語科教育法入門』 土屋澄男 編著 研究社出版 2011
参考書・参考資料等
『教室英語活用事典』高梨庸雄 他 編著 研究社出版 2004
『中学校学習指導要領』 文部科学省
『高等学校学習指導要領』 文部科学省

授業科目名

科目NO.

外国語科教育法（独語）Ⅰ

KLGER2201

授業コード

L200700010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(German)Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

神竹 道士

2単位

●科目の主題
日本におけるドイツ語教育の歴史とその流れを把握する。
●到達目標
外国語（ドイツ語）教育の歴史的変遷について学び、現状の課題について理解する。
●授業内容・授業計画
授業の概要：
外国語（ドイツ語）教育が時代の要請と共に変遷していく様を概観し、外国語（ドイツ語）教育の本来あるべき姿につ
いて考察する。
授業計画
第１回：オリエンテーション：授業の概略について説明
第２回：ドイツ語教育の歴史：明治から昭和初期まで
第３回：ドイツ語教育の歴史：戦前から戦後70年代まで
第４回：ドイツ語教育の歴史：1980年代から現代まで
第５回：外国語（英語）教育とドイツ語教育：初等教育から中等教育
第６回：外国語（英語）教育とドイツ語教育：高等教育から大学
第７回：DaF（外国語としてのドイツ語）とドイツ語教育：ドイツの場合
第８回：DaF（外国語としてのドイツ語）とドイツ語教育：日本の場合
第９回：Germanistik（ドイツ語学・文学）とドイツ語教育：ドイツの場合
第１０回：Germanistik（ドイツ語学・文学）とドイツ語教育：日本の場合
第１１回：外国語（英語）教育と異文化理解
第１２回：外国語（ドイツ語）教育と異文化理解
第１３回：ドイツ語教育の現状と課題
第１４回：ドイツ語教育の果たすべき役割
レポート提出
●事前・事後学習の内容
事前学習：配布資料に目を通す。
事後学習：問題点を整理する。
●評価方法
平常点（50％）とレポート（50％）により評価する。
評価観点１：日本におけるドイツ語教育の歴史について理解している。
評価観点２：DaF（外国語としてのドイツ語）について理解している。
評価観点３：外国語（ドイツ語）教育と異文化理解について理解している。
●受講生へのコメント
授業中、積極的に意見交換をすること。
●参考文献・教材
授業中、適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

外国語科教育法（独語）Ⅱ

KLGER2202

授業コード

L200710010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(German)Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

神竹 道士

2単位

●科目の主題
ドイツ語教育の方法論について、その特徴と課題について熟知する。
●到達目標
外国語教育で導入されているさまざまな方法論（教授法）について学び、現状におけるドイツ語の授業形態に応じた教授法の取
り入れ方について理解する。
●授業内容・授業計画
授業の概要：
同一の学習項目であっても教授法が変わることで習得のプロセスが大きく異なることを、授業参観および体験学習を通
して考察する。
授業計画
第１回：オリエンテーション：授業の概略について説明
第２回：文法訳読法
第３回：ダイレクト・メソッド（直接教授法）
第４回：オーラル・アプローチ
第５回：アクティブ・ラーニング
第６回：CALL授業
第７回：説明方法：明示的説明と暗示的説明
第８回：ペア練習とグループ練習
第９回：ポートフォリオの作成
第１０回：副教材：CDとビデオ教材
第１１回：TAの導入の仕方
第１２回：自立学習と生涯学習
第１３回：授業参観（1年次文系クラス）
第１４回：授業参観（1年次理系クラス）
レポート提出
●事前・事後学習の内容
事前学習：配布資料に目を通す。
事後学習：問題点を整理する。
●評価方法
平常点（50％）とレポート（50％）により評価する。
評価観点１：さまざまな教授法とその特徴について理解している。
評価観点２：授業形態に応じた教授法が任意に選択できる。
評価観点３：学習者に応じて、さまざまな教授法を任意に組み合わせて指導できる。
●受講生へのコメント
授業中、積極的に意見交換をすること。
●参考文献・教材
授業中、適宜資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

外国語科教育法（仏語）Ⅰ

KLFRN2201

授業コード

L200740010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(French)Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

福島 祥行

2単位

●科目の主題
外国語教育のありかたを論じつつ、中等教育におけるフランス語教育の理論と実践、外国語学習のありかたについて、
具体的に考察する。
●到達目標
中等教育におけるフランス語教育のありかたと、そもそも言語を教えるとはいかなることかについて対話し、あらたな知識を創発
することをめざす。
●授業内容・授業計画
外国語教育の歴史をまなびつつ、中等教育におけるフランス語教育の理論と実践について対話し、あらたな知識を創発
する。
第1回：中等教育における外国語科学習指導要領とフランス語教育の現在
第2回：外国語教育法の思想と方法論（文法訳読法）
第3回：外国語教育法の思想と方法論（ダイレクト・メソッド）
第4回：外国語教育法の思想と方法論（オーディオ・リンガル・メソッド）
第5回：外国語教育法の思想と方法論（SGAV）
第6回：外国語教育法の思想と方法論（コミュニカティヴ・アプローチ）
第7回：外国語教育法の思想と方法論（TPR、サイレント・ウェイ）
第8回：外国語教育法の思想と方法論（サジェストペディア、イマージョン・プログラム）
第9回：外国語教育法の思想と方法論（タスク中心指導法、コンテンツ中心指導法）
第10回：協働学習 apprentissage collaboratif と協同学習 apprentissage coopératif
第11回：自律学習
第12回：学習ポートフォリオ
第13回：シラバスと教材
第14回：テスティングと評価＆ふりかえりとまとめ
●事前・事後学習の内容
事前に前回の学習内容のノートを読み返すこと、および、事後のふりかえり等により、1回の授業あたり2時間の自習時
間をとること。
●評価方法
評価観点1：学習指導要領の外国語科の項目とその意味について理解している。
評価観点2：外国語科教育の方法論とその思想を理解している。
評価観点3：言語教育とはなにかについて深くかんがえている。
●受講生へのコメント
外国語教育において、方法論の選択は皮相な問題にすぎない。そもそも言語をおしえるとはどういうことなのかについ
て深く思弁されたい。
●参考文献・教材
テキスト
プリント配布
参考書・参考資料等
小学校学習指導要領
中学校学習指導要領
高等学校学習指導要領
リチャーズ、ロジャーズ『アプローチ＆メソッド 世界の言語教授・指導法』東京書籍
中村啓佑、長谷川富子『フランス語をどのように教えるか』（駿河台出版社）
ジョンソン、ジョンソン『外国語教育学大事典』（大修館書店）
中村洋一『テストで言語能力は測れるか』（桐原書店）
小池、他編『応用言語学事典』（研究社）

授業科目名

科目NO.

KLFRN2202

授業コード

外国語科教育法（仏語）Ⅱ

L200750010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(French)Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

福島 祥行

2単位

●科目の主題
フランス語で書かれた外国語教育にかんする書物や論文を精読することで、フランス語教育に必要な基礎知識とフラン
ス語力を身につける。
●到達目標
中等教育におけるフランス語教育のありかたを思弁し、どうじにフランス語教員としての仏語運用能力を涵養する。
●授業内容・授業計画
前半は教員の用意した文献を精読し、後半は受講生の選択した文献を精読する。今年度は、CEFRとVolume complémentaire
を読む。
第1回：CEFR 1.1をよむ
第2回：CEFR 1.2をよむ
第3回：CEFR 1.3をよむ
第4回：CEFR 1.4をよむ
第5回：CEFR 1.5をよむ
第6回：CEFR 1.6をよむ
第7回：CEFR 3.1をよむ
第8回：CEFR 8.1をよむ
第9回：CEFR 8.2をよむ
第10回：VC 1をよむ
第11回：VC 2をよむ
第12回：VC 3をよむ
第13回：VC 4をよむ
第14回：ふりかえりとまとめ
●事前・事後学習の内容
事前に前回の学習内容のノートを読み返すこと、および、事後のふりかえり等により、1回の授業あたり2時間の自習時
間をとること。
●評価方法
ポートフォリオと自己評価。
評価観点1：学習指導要領の外国語科の項目とその意味について理解している。
評価観点2：外国語科教育の方法論とその思想を理解している。
評価観点3：言語教育とはなにかについて深くかんがえている。
●受講生へのコメント
外国語教育において、方法論の選択は皮相な問題にすぎない。そもそも言語をおしえるとはどういうことなのかについ
て対話し、知識を創発されたい。
●参考文献・教材
テキスト
プリント配布
参考書・参考資料等
小学校学習指導要領
中学校学習指導要領
高等学校学習指導要領
リチャーズ、ロジャーズ『アプローチ＆メソッド 世界の言語教授・指導法』東京書籍
中村啓佑、長谷川富子『フランス語をどのように教えるか』（駿河台出版社）
ジョンソン、ジョンソン『外国語教育学大事典』（大修館書店）
中村洋一『テストで言語能力は測れるか』（桐原書店）
小池、他編『応用言語学事典』（研究社）

授業科目名

科目NO.

外国語科教育法（中国語）Ⅱ

KLCHN2202

授業コード

L200790010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(Chinese)Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

岩本 眞理

2単位

●科目の主題
初級段階を終えた学習者に対する授業計画の作成、適切な質と練習量を備えた教材の作成、多元的な評価方法の摸索。
●到達目標
初級段階を終えた学習者に対する授業計画の作成、適切な質と練習量を備えた教材の作成。並びに多元的な評価尺度の作成。
●授業内容・授業計画
授業の概要 中級段階の課題を整理し、評価方法の多様性について検討した後に、教科書の作成作業に入る。
授業計画
第1回：教科書を教えるのか、教科書で教えるのか
第2回：中級段階の課題—使役と受動など
第3回：中級段階の課題—複文と論理展開
第4回：評価方法についての検討—主観と客観
第5回：評価方法についての検討—相互評価
第6回：授業活性化のためのアイデア—身近な達成目標
第7回：授業活性化のためのアイデア—機器の適切な使用
第8回：教材作成—文法事項に特化
第9回：教材作成—語彙量の拡大に特化
第10回：教材作成—文化背景に特化
第11回：教材作成—総合的な展開
第12回：模擬授業—初級段階
第13回：模擬授業—中級段階
第14回：受講者による相互評価
第15回：まとめと整理
●事前・事後学習の内容
事前学習：中級段階の必須事項について自分の観点から整理しておく。
事後学習：生きた教材作成のために、日々素材の収集に努める。多様なコミュニケーションの場を視野におさめ、多方
面への関心を維持しつづける。
●評価方法
評価観点１ 教材作成のための必要事項を理解している
評価観点２ 中国語の運用能力を十分備えている
評価観点３ 学力評価のための基準を理解している
●受講生へのコメント
教材作成のための準備には十分な時間をかけて臨んでほしい。
●参考文献・教材
テキスト
プリントを配布する
参考書・参考資料等
野口裕之他『テスティングの基礎理論』研究社 中学校学習指導要領(平成29年3月告示、文部科学省) 高等学校学習指導要
領（平成30年3月告示、文部科学省）

授業科目名

科目NO.

外国語科教育法（中国語）Ⅳ

KLCHN2204

授業コード

L200810010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(Chinese)Ⅳ
授業形態

担当教員名

講義

岩本 眞理

2単位

●科目の主題
言語の習熟状況を測るとは、そもそもどういうことなのか、という根源的な問いを共有化し、議論や授業の実践を通じ
て探究を続ける。
●到達目標
各種の言語テストの特徴と問題点について正確に理解し、作成にあたっての留意事項を把握する。
●授業内容・授業計画
授業の概要 中国語能力を測る種々の方法について全般的な知識をもち、自らが考案作成した原案に対して客観的立場
から検討を加え、絶えず練り直す作業を続ける。
授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：テストで何が測れるのか
第３回：言語テストの種々相
第４回：現行の大規模テストの特徴
第５回：カリキュラムとテスト
第６回：ポートフォリオとは何か
第７回：ポートフォリオを補完するもの
第８回：口頭試験の実施方法—暗唱朗読
第９回：口頭試験の実施方法—スピーチ
第１０回：テストの作成—評価指標の選定
第１１回：テストの作成—評価指標の再検討
第１２回：テストの実施
第１３回：受講者による相互評価
第１４回：評価の信頼性
第１５回：まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：自分自身の受けた評価方法のプラス面・マイナス面についてあらかじめ振り返り、問題点を整理しておく。
事後学習：新たな評価方法も含めて、日常的な授業活動に組みこんでいくよう、プランを固める。
●評価方法
評価観点１ 言語テストに関する基礎知識を有している
評価観点２ 中国語による試験作成が可能となるに十分な学力を有している
評価観点３ 到達目標に即した授業計画を作成できる
●受講生へのコメント
評価について、冷静に考える機会をもってほしい。数値化だけを目標とするものではない。
●参考文献・教材
テキスト
プリントを配布する
参考書・参考資料等
J.D ブラウン『言語テストの基礎知識—正しい問題作成・評価のために』大修館書店 中学校学習指導要領(平成29年3月告示、
文部科学省) 高等学校学習指導要領（平成30年3月告示予定、文部科学省）

授業科目名

科目NO.

道徳指導論 a,b
Theory of Moral Teaching

KLPED2207

授業コード

L200821010,20
単位数

a,b

授業形態

担当教員名

講義

丸田 健

2単位

●科目の主題
道徳教育に必要な基本的観点を養う。
●到達目標
道徳に関する諸理論、学習指導要領の道徳の指導内容、および道徳の指導方法について、基本的な理解を得ることを目指す。
●授業内容・授業計画
教師を目指す者はおのずと道徳と関わることになるが、道徳について教えることには戸惑いが伴いがちである。授業で
は、道徳を理論的に理解するための基本的観点・概念を紹介するとともに、道徳的事象に柔軟に向き合うための基礎的思
考力を養う。
第１回：導入
第２回：道徳教育の歴史：戦前
第３回：道徳教育の歴史：戦後
第４回：道徳の指導方法
第５回：道徳は主観的なものか
第６回：道徳は文化に相対的であるのか
第７回：人間の利己主義と道徳
第８回：功利主義：幸福の手段としての道徳
第９回：義務論：義務としての道徳
第１０回：義務論：参考教材
第１１回：徳倫理：人格としての道徳／道徳教育及び道徳科の目標
第１２回：応用倫理の諸トピック：生命倫理
第１３回：応用倫理の諸トピック：動物とのかかわり
第１４回：伝統と文化の尊重／模擬授業
定期試験は実施しない（レポート課題）
●事前・事後学習の内容
各回の事前学習は特に不要だが、事後学習としては、毎回、配布資料を読み返すこと、講義ノートを整理すること、各
回のテーマについて自分の考えを整理すること、を行う。また学習指導要領には予め目を通しておくとよい。
●評価方法
評価観点A 道徳教育にかかわる基本的知識を有している。
評価観点B 学習指導要領の道徳の項目について知識を有している。
評価観点C 道徳の授業の指導方法について知識を有している。
●受講生へのコメント
授業を通し、道徳教育の内容を理解するだけでなく、自分の道徳観を練り直す機会をもち、
（一見とらえどころがない）
道徳に対する自分なりの構えを築けるようになるとよいと考えています。
●参考文献・教材
（各回で資料を配布する。）
参考書・参考資料等
中学校学習指導要領（平成29年3月告示、文部科学省）、中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（平成29年7月、文
部科学省）、高等学校学習指導要領（平成30年3月告示、文部科学省）

授業科目名

科目NO.

生徒・進路指導論 a,b

KLPED2209

授業コード

L200831010,20
単位数

（教職担当・検討中）
授業形態

担当教員名

講義

西田 亜希子

2単位

●科目の主題
生徒指導の歴史を振り返り、基本的理論と方法論を論じる。また学校文化と生徒文化について触れ、学校現場における
生徒・進路指導の傾向を概観する。そして近年の労働環境の変化を踏まえ、進路指導の実際と課題についても論じる。さ
らに生徒指導・進路指導と人権の関係について考察する。
●到達目標
1)生徒指導の理論・方法について理解する
2)進路指導の理論・方法について理解する
3)生徒指導・進路指導と人権の関係について理解する
●授業内容・授業計画
※下記の予定だが、受講生の興味関心により適宜順を入れ替える場合がある。
第1回
ガイダンス－生徒指導・進路指導のイメージは？
第2回
非行・問題行動の変遷
第3回
近年の校則と生徒指導
第4回
行き過ぎた指導について考える
第5回
生徒指導・進路指導における法律事項
第6回
生徒指導・進路指導の歴史
第7回
「個性」とは何か（ディスカッション）
第8回
階層間格差と教育
第9回
階層と文化
第10回
マイノリティにとっての指導・援助
第11回
大学入試の変化
第12回
専門学校への進学
第13回
就労構造の変化と新自由主義
第14回
フリーター・ニート
第15回
「夢」に基づく進路指導の課題と背景
●事前・事後学習の内容
時事的なトッピックスから授業を展開することがあるので、その週あった事件に敏感になっておくと望ましい。
授業後のコメント提出必須。次回講義の冒頭にて、そのコメントに返答する。
●評価方法
レポート点75点。ディスカッションなど授業への参加度25点。参加度は講義のディスカッションへにおける表出や、講
義のリアクションペーパー内においてクリティカルなコメントがあるかどうかで測る。
●受講生へのコメント
自分たちが当たり前に受けてきた教育経験は一部の傾向だと認識して、色々な生徒と相対する場面を想像し、どのよう
なことが必要とされるか考えながら、授業に臨んでみて下さい。
●参考文献・教材
苅谷剛彦・濱名陽子(2010)『教育の社会学 新版-〈常識〉の問い方,見直し方』有斐閣
片山紀子（2018）『三訂版 入門 生徒指導―「いじめ防止対策推進法」「チーム学校」「多様な子どもたちへの対応」まで』学時出
版
荻上 チキ・内田 良（2018）『ブラック校則－理不尽な苦しみの現実』東洋館出版社
大貫 隆志・武田 さち子・住友 剛 『指導死』高文研
ポール・ウィリス（1985）『ハマータウンの野郎ども―学校への反抗・労働への順応』筑摩書房
広田照幸（2001）『教育言説の歴史社会学』名古屋大学出版会

授業科目名

科目NO.

KLPED2208

教育相談論 a,b

授業コード

L200840010,20
単位数

Theory of Counselling in Education

a,b

授業形態

担当教員名

講義

齊藤 紀子、弘田 洋二

2単位

●科目の主題
教育相談を進める際に必要なカウンセリングの基礎知識を習得し、教育相談全般の基本的スタイルと、特別な支援を要
する相談と連携の仕方を理解する。
●到達目標
生徒指導における教育相談の位置づけ、教育相談の意義や特徴、教育相談の進め方について学び、子どもの発達に即しつつ
適切に支援できる必要な基礎知識を身につける。
●授業内容・授業計画
教育現場で起こっている不登校やいじめ、非行といった具体的な問題について論じ、既存の知見や理論を紹介しつつ、
相談対応の在り方について考察を進めていく。特に心理学的介入については、ケース・スタディを通して学生の主体的な
関心を喚起しながら、教育相談の基本的なスタンスの重要性を伝達する。
第１回：オリエンテーション：『教育相談』の沿革と大枠
第２回：生徒指導における教育相談の意義と役割
第３回：教育相談の進め方
第４回：発達を理解した相談の必要性①児童期思春期の心性と発達課題
第５回：発達を理解した相談の必要性②発達の失調現象と問題行動
第６回：学校におけるカウンセリング理論の活用と教育相談①カウンセリングの基礎知識
第７回：学校におけるカウンセリング理論の活用と教育相談②カウンセリングマインドについて
第８回：特別な支援を必要とする相談対応①不登校
第９回：特別な支援を必要とする相談対応②不登校ケース・スタディ
第１０回：特別な支援を必要とする相談対応③非行傾向
第１１回：特別な支援を必要とする相談対応④いじめ
第１２回：相談を生かす環境調整①校内の相談体制の構築
第１３回：相談を生かす環境調整②専門機関との連携
第１４回：相談を生かす環境調整③保護者へと支援
定期試験
●事前・事後学習の内容
授業は、配布したレジメ・資料を利用しながら行っていきます。事前にレジメや資料を配布しますので、事前学習とし
ては、必ず配布物に目を通しておくこと。
レジメはあくまでも授業進行を明確にするための要点を記載したものです。したがって事後学習としては、授業で学ん
だことを整理し消化するためにも、レジメに沿ったオリジナルのノートを作成することが望ましい。
●評価方法
評価観点１
学校における教育相談の意義と理論を理解している。
評価観点２
教育相談を進める際に必要な基礎知識（カウンセリングに関する基礎的知識を含む）を理解している。
評価観点３
教育相談の具体的な進め方やそのポイント、組織的な取り組みや連携の必要性を理解している。
●受講生へのコメント
１）授業の進め方、評価方法について、第１回のオリエンテーションで説明しますので、必ず出席して下さい。
２）配布資料は、後の授業でも繰り返し利用します。毎授業に持参して下さい。
●参考文献・教材
随時資料を配布する。
参考書・参考資料等
生徒指導提要（平成22年３月、文部科学省）、学校における教育相談に関する資料（平成27年12月、文部科学省） 一丸藤太
郎・菅野信夫『教育相談論』ミネルヴァ書房、2011年 長尾博『学校カウンセリング』ナカシニヤ出版、2010年

授業科目名

科目NO.

KKPRA4401

教育実習B（4単位）

授業コード

L200850010
単位数

（教職担当・検討中）
授業形態

担当教員名

実習

添田 晴雄、辻野 けんま

4単位

●科目の主題
大学の教職課程で履修した教育理論を踏まえて、教育実践を実地に体験することを通して教職に関する実践的指導力の
基礎を身につける。教育実習を通して教職への意識をさらに高めることを目的とする。
●到達目標
大学等で学んだ教育理論に基づき、また各学校の方針や担当教諭の方針に従って、様々な教育実践を体験し、教職に関する
基礎的で実践的な能力を身につける。
●授業内容・授業計画
各教育実習校の計画にそって行う。
第１回 教育実習
第２回 教育実習
第３回 教育実習
第４回 教育実習
第５回 教育実習
第６回 教育実習
第７回 教育実習
第８回 教育実習
第９回 教育実習
第１０回 教育実習
第１１回 教育実習
第１２回 教育実習
第１３回 教育実習
第１４回 教育実習
●事前・事後学習の内容
各学校および指導教諭の指導に基づく。
●評価方法
教育実習校の評価を参考にして教育実習担当者会議で評価する。
評価観点1 教職員と協力し、自らの役割を積極的に果たすことができる。
評価観点2 生徒の発達段階を考慮し、積極的に関わることができる。
評価観点3 事前の計画・準備を計画的にし、生徒の反応を活かした教育実践を行うことができる。
●受講生へのコメント
教育実習を希望する者は前年度の教育実習ガイダンスに必ず出席し、教育実習校に対する依頼手続きを進めておかなく
てはならない。
●参考文献・教材
大阪市立大学編『教育実習の手引き』

授業科目名

科目NO.

KKPRA4402

教育実習A（2単位）

授業コード

L200860010
単位数

（教職担当・検討中）
授業形態

担当教員名

実習

添田 晴雄、辻野 けんま

2単位

●科目の主題
大学での教職科目で履修した教育理論を踏まえて、教育実践を実地に体験することを通して教職に関する実践的指導力
の基礎を身につける。教育実習を通して教職への意識をさらに高めることを目的とする。
●到達目標
大学等で学んだ教育理論に基づき、また各学校の方針や担当教諭の方針に従って、様々な教育実践を体験し、教職に関する
基礎的で実践的な能力を身につける。
●授業内容・授業計画
各教育実習校の計画にそって行う。
第１回 教育実習
第２回 教育実習
第３回 教育実習
第４回 教育実習
第５回 教育実習
第６回 教育実習
第７回 教育実習
第８回 教育実習
第９回 教育実習
第１０回 教育実習
第１１回 教育実習
第１２回 教育実習
第１３回 教育実習
第１４回 教育実習
●事前・事後学習の内容
各学校および指導教諭の指導に基づく。
●評価方法
教育実習校での評価を参考にして教育実習担当者会議で評価する。
評価観点1 教職員と協力し、自らの役割を積極的に果たすことができる。
評価観点2 生徒の発達段階を考慮し、積極的に関わることができる。
評価観点3 事前の計画・準備を十分にし、生徒の反応を活かした教育実践を行うことができる。
●受講生へのコメント
教育実習を希望する者は前年度の教育実習ガイダンスに必ず出席し、教育実習校に対する依頼手続きを進めておかなく
てはならない。
●参考文献・教材
大阪市立大学編『教育実習の手引き』

授業科目名

科目NO.

KKLEC4401

教育実習事前事後指導（中・高）
Guidance in Teaching Practice
授業形態

担当教員名

講義

添田 晴雄、辻野 けんま

授業コード

L200871010
単位数

1単位

●科目の主題
教育実習の事前と事後において、実習の準備と振り返りに関する指導を行う。実習の一般的な心構えと教育現場の教育
活動に必要とされる知識・態度について理解を深める。実習後には教育実習の反省や考察を少人数による討論によって行
う。
●到達目標
(1)教育実習に必要な具体的事項を知り、教育実習のための準備を行うことができる。
(2)教育実習に関連する基本的な問題を理解して、教育実習に向けた心構えができる。
(3)学生の視点からではなく、「教師」の視点から学校教育を見ることができるようになる。
(4)教育実習の体験を意義づけ、教職に対する理解を深める。
●授業内容・授業計画
教育実習の前後に、以下の内容について行う。
第１回 教育実習一般について
第２回 教育実習の心構えについて
第３回 学校と教育実習の実際について
第４回 同和教育・特別支援教育について
第５回 特別支援学校参観
第６回 なし
第７回 教育実習後の経験交流と反省
第８回 なし
第９回 なし
第１０回 なし
第１１回 なし
第１２回 なし
第１３回 なし
第１４回 なし
第１５回 なし
●事前・事後学習の内容
事前学習：これまでに教職課程等で学んだ事柄を振り返り、教育実習で取り組む課題を考える。
事後学習：各自の教育実習を振り返り、また他の履修者との経験交流を踏まえながら今後の課題を展望する。
●評価方法
毎回の講義についてのレポートによる。本科目は、教育実習の評価と連動しているので、教育実習の評価と分割して評
価しない。
評価観点1 教育実習に必要な具体的事項を理解している。
評価観点2 学生の視点ではなく、教師の視点から学校教育を理解している。
評価観点3 教育実習の体験を意義づけ、教職をより深く理解している。
●受講生へのコメント
教育実習を行う年次に必ず出席して、教職と教育実習への意識を高めるように心かけること。
●参考文献・教材
大阪市立大学編『教育実習の手引き』

授業科目名

科目NO.

教職実践演習（中・高）

KKSEM4401

授業コード

L200880010
単位数

Practical Seminar on Teaching
授業形態

担当教員名

演習

島田 希

2単位

●科目の主題
教職課程の履修を通じて修得した知識・技能が、教職に求められる基本的な資質能力に照らして充分なものとなってい
るのかを確認し、補完的な学習、指導を行う。
●到達目標
・教職課程の個々の科目の履修および教職に関するさまざまな経験を振り返る。
・専門的な知識・技能を基に、教員としての使命感や責任感、教育的愛情等を持って、学級や教科を担任しつつ、教科指導、生
徒指導等の職務を実践できる資質能力が身に付いているかを確認する。
・教職キャリアを通しての今後の課題を考える。
●授業内容・授業計画
演習を中心として、教職課程履修カルテを利用しつつ教職課程の個々の科目の履修や教職に関するさまざまな経験を振
り返り、教職に求められる基本的な資質能力がどれだけ身についているかを確認する。また、授業実践、生徒理解、特別
活動、教職員・保護者・地域住民との連携協力、学びつづける教師についてゲストスピーカーによる講義を聴き、それに
基づいてグループ・ディスカッションを行う。最後に、再度教職に求められる基本的な資質能力について自己評価を行い、
個々人の教職キャリアにおける今後の課題について考える。
第１回「教師に必要とされる資質能力」
第２回「教師に必要とされる資質能力」（ゲストティーチャー：現職教員）及び演習
第３回「リレートーク：「チーム学校」「学び続ける教員像」を問い直す」
第４回「咲くやこの花中学校・高等学校の概要」（ゲストティーチャー：現職教員）
第５回「主体的・対話的で深い学びを実現する社会科の授業づくり」
第６回「主体的・対話的で深い学びを実現する社会科の授業づくり」（ゲストティーチャー：現職教員）及び演習
第７回「教師が働く環境のデザイン」
第８回「教師が働く環境のデザイン」（ゲストティーチャー：現職教員）及び演習
第９回「産業社会と人間」における教科横断的な授業づくり」
第10回「産業社会と人間」における教科横断的な授業づくり」（ゲストティーチャー：現職教員）及び演習
第11回「効果的な進路指導を実践するために必要なことは？」
第12回「効果的な進路指導を実践するために必要なことは？」（ゲストティーチャー：現職教員）及び演習
第13回「咲くやこの花中学校・高等学校における「チーム学校」にむけた取り組み（総括）」（ゲストティーチャー：
現職教員）及び演習
第14回「教育実習校からの評価を踏まえた自己評価とまとめ」
●事前・事後学習の内容
事前学習：各回のテーマについて、各自の教育実習での経験を振り返っておき、関連する自分の見解や意見などを整理
しておくこと。
事後学習：各時間の講義内容やグループワークを振り返り、当該テーマについてどのように学び続けることができるか、
最終回の演習で行う自己評価へとつなげる考察をしておくこと。
●評価方法
受講態度10%、演習レポート（ワークシート）70％、最終レポート20%
●受講生へのコメント
原則として連続した2コマで週1回、7週間のグループ演習を行う。7週のうち5週程度は、外部講師の講義に続いて、グ
ループ演習を行う。
原則として欠席を認めない。通院等やむを得ない理由の場合、診断書等の提出を求めることがある。
●参考文献・教材
テキスト
プリント等を授業中に配布する。
参考書・参考資料等
授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

教職ボランティア実習Ⅱ

KLPRA1102

授業コード

L200910010
単位数

Volunteer Experiences for Teaching ProfessionⅡ
授業形態

担当教員名

実習

添田 晴雄

2単位

●科目の主題
大阪市学校支援学生ボランティア等に参加することにより、学校現場の内側から学校教育の意義と課題について体験
的・実践的に考える。また、自らのボランティア体験を踏まえ、生徒のボランティアのあり方についても考察する。
●到達目標
評価観点1 学校園においてボランティアを合計30時間以上行う。
評価観点2 ボランティア経験を通して現実の学校園について考察する。
評価観点3 ボランティア経験を通して自らの教職キャリア形成について考察する。
●授業内容・授業計画
この科目は1年間継続し、履修届では通年集中講義扱いとする。ボランティアは合計30時間以上行うこととし、2回のレ
ポートを課す。Web上で適宜、ボランティアの進捗状況を確認し、ボランティア経験を踏まえた意見交換を行う。ボラン
ティアの日程は受け入れ校と受講生が相談の上個々に決めるが、ボランティアのための公認欠席の措置はとらない。具体
的な年間計画は、第1回の授業で説明する。
「教職ボランティア実習Ⅰ」「教職ボランティア実習Ⅱ」「教職ボランティア実習Ⅲ」「教職ボランティア実習Ⅳ」
は、4年周期で交互にどれかの科目が1つだけ提供される。したがって、学生は希望すれば4年間、毎年ボランティアを行
うことが可能である。 すでに「教職ボランティア実習Ⅰ」を履修している場合は、「教職ボランティア実習Ⅰ」で注
目した児童・生徒以外の児童・生徒に着目して本科目を履修すること。
授業計画
第１回：オリエンテーション（第1回授業は前期に行う→掲示等注意）
第２回：ボランティア校の決定
３回：ボランティア校との打ち合わせ
第４回：ボランティア校の教育の特徴の理解
第５回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（児童・生徒Cの発言の理解）
第６回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（児童・生徒Cの行動の理解）
第７回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（児童・生徒Dの発言の理解）
第８回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（児童・生徒Dの行動の理解）
第９回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（ボランティア行動の中間ふりかえり）
第１０回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（ボランティア行動と児童・生徒Cの変
化の考察）
第１１回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（ボランティア行動と児童・生徒Dの変
化の考察）
第１２回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（教師の働きかけの理解）
第１３回：大阪市の高等学校・中学校・小学校・幼稚園におけるボランティア（ボランティアのあり方の考察）
第１４回：ボランティア体験を踏まえたふりかえり
定期試験に代わるレポート
●事前・事後学習の内容
ボランティアを始める前にボランティア校の特色や教育方針について知っておく。
●評価方法
レポートおよびWeb上の届等の提出状況により評価する
●受講生へのコメント
本気で教職につきたい人はぜひとも履修して欲しい科目である。
ボランティアの登録の関係上（履修届では後期集中講義扱いではあるが）第1回の授業は4月に行う。その日程は掲示等
で指示する。第1回目の授業に万一欠席し、かつ、受講を希望する（またはその可能性がある）者は掲示の指示に従い、
所定期間内に添田まで直接申し出ること。
大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校または大阪市立我孫子南中学校でボランティアを行う場合は、、原則として「教
職ボランティア実習Ⅴ」（前期集中扱い）、「教職ボランティア実習Ⅵ」（後期集中扱い）も履
●参考文献・教材
4月の説明会で「教職ボランティア実習の手引き」を配布する。

授業科目名

科目NO.

教職ボランティア実習Ⅴ

KLPRA1105

授業コード

L201050010
単位数

Volunteer Experiences for Teaching ProfessionⅤ
授業形態

担当教員名

実習

添田 晴雄

2単位

●科目の主題
並行して履修する「教職ボランティア実習Ⅰ〜Ⅳ」（いずれか1科目）を通して大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校
または大阪市立我孫子南中学校において学校ボランティアを行うことを前提とし、同校において意義あるボランティア
ができるようにするための準備やふりかえり、ボランティアの意義などの考察を行う。
●到達目標
（1）大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校または大阪市立我孫子南中学校をフィールドにして、学校教育の実態を踏まえ、学
校教育支援のあり方を考える。
（2）教職キャリア形成過程における学校支援ボランティアの経験のあり方を考える。
（3）これらを踏まえて、学校支援ボランティアの内容を企画し、実践に向けて準備を行う。
●授業内容・授業計画
第１回：教職ボランティア実習のオリエンテーション（制度）
第２回：教職ボランティア実習のオリエンテーション（事例）
第３回：ボランティアとは
第４回：我孫子南中学校について知る
第５回：咲くやこの花中学校・高等学校について知る
第６回：我孫子南中学校授業見学
第７回：咲くやこの花中学校・高等学校見学
第８回：試行ボランティアの計画づくり
第９回：試行ボランティアの相互見学（我孫子南中学校）
第10回：試行ボランティアの相互見学（咲くやこの花中学校・高等学校）
第11回：試行ボランティアのふりかえり（我孫子南中学校）
第12回：試行ボランティアのふりかえり（咲くやこの花中学校・高等学校）
第13回：後期ボランティアの計画づくり
第14回：ボランティア受け入れ学校担当者からの助言
レポート提出
●事前・事後学習の内容
ボランティアの計画や振り返りを行う。
●評価方法
レポートおよびWeb上の届等の提出状況により評価する
●受講生へのコメント
本気で教職に就きたい人、とくに将来的に学校内のミドルリーダーとして活躍したい人にはぜひとも受講してもらいた
い科目である。
ボランティアの登録の関係上、第1回の授業は4月に行う。その日程は掲示等で指示する。第1回目の授業に万一欠席し、
かつ、受講を希望する（またはその可能性がある）者は掲示の指示に従い、所定期間内に添田まで直接申し出ること。
履修する同一年度に、並行して「教職ボランティア実習Ⅰ～Ⅳ」のうちの1科目を履修し、かつ、その科目に関わる学校
ボランティアを大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校または大阪市
●参考文献・教材
4月の説明会で「教職ボランティア実習の手引き」を配布する。

授業科目名

科目NO.

教職ボランティア実習Ⅵ

KLPRA1106

授業コード

L201060010
単位数

Volunteer Experiences for Teaching ProfessionⅥ
授業形態

担当教員名

実習

添田 晴雄

2単位

●科目の主題
学校ボランティアをより有意義に行うための考察を行う
●到達目標
（1）大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校または大阪市立我孫子南中学校をフィールドにして、学校支援ボランティアの経験
を振り返る。
（2）教職キャリア形成過程における学校支援ボランティアの経験の意義について考える。
（3）これらを踏まえて、学校支援ボランティアの内容の改善を企画する。
●授業内容・授業計画
（1）大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校または大阪市立我孫子南中学校をフィールドにして、学校支援ボランテ
ィアの経験を振り返る。
（2）教職キャリア形成過程における学校支援ボランティアの経験の意義について考える。
（3）これらを踏まえて、学校支援ボランティアの内容の改善を企画する。
第１回：オリエンテーション
第２回：前期ボランティア報告
第３回：後期ボランティア計画づくり
第４回：我孫子南中学校授業見学
第５回：他校ボランティア報告（A中学校）
第６回：他校ボランティア報告（B高等学校）
第７回：ボランティア相互見学（我孫子南中学校）
第８回：ボランティア相互見学（咲くやこの花中学校）
第９回：ボランティア相互見学（咲くやこの花高等学校）
第10回：咲くやこの花中学校・高等学校授業見学
第11回：学生ボランティアに求められるもの（学習指導）
第12回：学生ボランティアに求められるもの（生徒指導）
第13回：ボランティアのふりかえり
第14回：次年度ボランティアの計画づくり（学習指導）
第15回：次年度ボランティアの計画づくり（生徒指導）
レポート提出
●事前・事後学習の内容
大学での授業時間以外に大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校または大阪市立我孫子南中学校において学校ボランテ
ィアを行うことを前提とする。
●評価方法
レポートおよびWeb上の届等の提出状況により評価する
●受講生へのコメント
本気で教職に就きたい人、とくに将来的に学校内のミドルリーダーとして活躍したい人にはぜひとも受講してもらいた
い科目である。
ボランティアの登録の関係上（履修届では後期集中講義扱いではあるが）第1回の授業は4月に行う。その日程は掲示等
で指示する。第1回目の授業に万一欠席し、かつ、受講を希望する（またはその可能性がある）者は掲示の指示に従い、
所定期間内に添田まで直接申し出ること。
履修する同一年度に、並行して「教職ボランティア実習Ⅰ～Ⅳ」のうちの1科目を履修し、かつ、その科目に関わる学校
ボランティアを大阪市立咲
●参考文献・教材
4月の説明会で「教職ボランティア実習の手引き」を配布する。

授業科目名

科目NO.

書道Ａ

KLJPN2205

授業コード

L200940010
単位数

Calligraphy A
授業形態

担当教員名

実習

南條 佳代

2単位

●科目の主題
中学校国語科書写の基礎的理解と教育実践力を養成する。
●到達目標
書写における硬筆・毛筆の用具・用材の扱い方や文字の結構法などの基礎知識や技術を講義・実技を通して習得する。
●授業内容・授業計画
書写指導における必要な基礎知識や技術を講義・実技を通して養う。
第１回 書写の説明、用具・用材の扱い方
第２回 姿勢・執筆法・基本用筆・硬筆
第３回 点画の種類、文字の配置・配列
第４回 楷書 ①
第５回 楷書 ②
第６回 平仮名・片仮名
第７回 楷書に調和する平仮名
第８回 行書 ①
第９回 行書 ②
第１０回 行書に調和する平仮名
第１１回 漢字仮名交じりの書
第１２回 細字・実用書
第１３回 創作作品①
第１４回 創作作品②
第１５回 書写の総括
●事前・事後学習の内容
硬筆・毛筆に慣れるために、各自授業時間外にも練習し、課題を提出すること。
創作作品については、課題に応じた草稿を作成し、それを基盤に授業内に作品を完成させること。
●評価方法
提出作品（80％）,出席時数（20％）
●受講生へのコメント
毛筆書写に適した用具・用材を用意すること。
毎回の課題は必ず提出し、欠席の場合も後日提出する。
●参考文献・教材
必要に応じて、授業時に資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

生涯学習概論

MULEC1101

授業コード

L200410010
単位数

Life-long Learning
授業形態

担当教員名

講義

赤尾 勝己

2単位

●科目の主題
本講義では、生涯学習に関する理論と実態を把握し、そのあり方について考える。
●到達目標
今日の後期近代社会における人々の生涯学習がミクロ・レベル、マクロ・レベル、グローバル・レベルでどのような様相を呈しどの
ような問題に直面しているか構造的に理解することができる。
●授業内容・授業計画
下記の教科書の目次に沿って授業を進める。第1部学習社会学理論のフロンティア（第1回～第5回）、第2部学習社会学
のケーススタディ（第6章～第10章）。第11回からはパワーポイント等による資料を配布する。
第１回 第1章 「生涯発達」の社会学
第２回 第2章 「学習の可視化」の社会学
第３回 第3章 「学習する組織」の社会学
第４回 第4章 「学習都市」の社会学
第５回 第5章 「学力・能力のグローバル化」をめぐる社会学
第６回 第6章
ライフコースにおけるジェンダー意識の変容
第７回 第7章
移動する子どもたちの文化とアイデンティティ
第８回 第8章 生涯学習政策・行政の動向と課題
第９回 第9章
シティズンシップ教育から「シティズンシップ学習」へ
第１０回 第10章 移民・移住者のシティズンシップの獲得をめぐって
第１１回 図書館
第１２回 博物館
第１３回 公民館および生涯学習関連施設
第１４回 生涯学習社会の可能性と課題
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
第1回から第10回は、事前に教科書の該当章を読んでおくこと。
第11回からは事後に復習をしておくこと。
●評価方法
論述式の筆記試験による。前年度の様式を公開します。詳細は初回の授業時に説明します。
●受講生へのコメント
本科目は、博物館学芸員の資格取得のための必修科目であるが、受講生の皆さんには、博物館だけでなく、より広く人々
の生涯にわたる学習が、どのようなメカニズムによってなされ、国家や行政や企業によって支援・振興・管理されようと
しているのかについて、批判的な観点をもちながら学んでほしい。この講義では社会学的なセンスが必要とされる。
●参考文献・教材
教科書 赤尾勝己編著『学習社会学の構想』晃洋書房、2017年。

授業科目名

科目NO.

博物館概論

MULEC1102

授業コード

L200420010
単位数

Museology : Introduction
授業形態

担当教員名

講義

岸本 直文

2単位

●科目の主題
博物館科目の入口となる科目であり、博物館の学芸員をめざそうという受講生に対し、わが国の博物館が現代にいたる
までどのような歴史的過程を経てきたのか、どのような社会的役割が期待されているのか、博物館の業務全般について基
礎的な知識と理解を身につける。
●到達目標
博物館の現況を歴史的側面、現代社会的側面から考え、博物館の意義と抱える課題、今後のあり方について、学芸員をめざす
諸君に考えてほしい。
●授業内容・授業計画
パワーポイントを使いながら、博物館科目の導入として、博物館について知っておくべき事項を概括する。
第１回 博物館とはなんだろう
第２回 博物館と法律
第３回 生涯学習と博物館
第４回 世界の博物館の歴史
第５回 文化財は誰のものか
第６回 日本の博物館の歴史
第７回 大阪の博物館
第８回 公立博物館の運営
第９回 自治体の文化政策
第１０回 博物館の資料
第１１回 博物館資料の保存 学芸員の研究
第１２回 博物館の展示
第１３回 博物館の教育
第１４回 博物館の評価
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
普段から、身近な博物館はもちろん、旅先など出かける機会に際して、博物館や美術館を訪れるようにしてほしい。毎
回の授業時に配布した資料に即して、それを見返しておくこと。
●評価方法
試験（50点）、授業時に書いてもらう意見等の課題および授業時に指示するレポート等の課題（50％）により評価する。
●受講生へのコメント
博物館の学芸員の仕事は多様で期待される役割は大きいが、専門性を活かし、資料を扱いわかりやすく意義を提示する
プロとして、地域の文化を守り人材を育てる重要な役割を担う職務であることを意識してほしい。
●参考文献・教材
必要な資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

博物館経営論

MULEC1103

授業コード

L200960010
単位数

Museum Management Theory
授業形態

担当教員名

講義

船越 幹央

2単位

●科目の主題
博物館施設の組織体制や日常運営の実態等、博物館経営の現状と課題を考える。
●到達目標
博物館の組織や活動について、歴史・美術・自然史・科学など幅広い分野の実例を学び、博物館経営に関する基礎的な知識を
習得するとともに、博物館が今後社会のなかで果たすべき役割について、自分の考えをまとめことができるようにする。
●授業内容・授業計画
博物館の組織体制や日常運営について実例を紹介する。
博物館の使命や計画、評価について、作成や実施の手順を学ぶ。
美術、自然史、科学など幅広い館種での博物館運営の実際や課題について実状を知る。
博物館における連携や市民参加について実例に学ぶ。
第１回 イントロダクション
第２回 ミュージアムマネジメントとわが国の博物館
第３回 運営の実態（組織体制・財務・日常運営・設備等）
第４回 歴史系博物館の運営
第５回 美術館の運営1
第６回 自然史博物館の運営
第７回 博物館の使命・計画・評価
第８回 美術館の運営2
第９回 博物館と倫理
第１０回 博物館における市民参加
第１１回 科学館の運営
第１２回 他館・他機関との連携
第１３回 公共施策や地域との関係
第１４回 博物館経営の現状と課題
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業に先立って、大阪市内をはじめとする関西の博物館施設を見学しておくことが望ましい。特に、大阪歴史博物館、
大阪市立自然史博物館、大阪市立科学館、大阪市立美術館、大阪市立東洋陶磁美術館などは、授業のなかで言及されるの
で、見学することが望ましい。
●評価方法
レポートを基本とし、コミュニケーションカードによる出欠を加味する。
●受講生へのコメント
日頃から博物館・美術館などの見学や事業への参加をおこない、博物館施設の実際を自分の目で確認しておいてほしい。
●参考文献・教材
講義において指示する。

授業科目名

科目NO.

博物館資料論

MULEC1104

授業コード

L200970010
単位数

Museum Collection
授業形態

担当教員名

講義

伊藤 純

2単位

●科目の主題
博物館で最も重要で、中心・核をなすものは資料(モノ・作品・標本)である。本授業では博物館の資料をめぐる課題・
問題について、基本的知識を学んでいきたい。
●到達目標
博物館学芸員の資格取得にあたって、必要な博物館資料についての知識を習得する。
●授業内容・授業計画
博物館における資料について、様々な角度から知識を提供したい。
第１回 博物館資料論を始めるにあたって
第２回 資料の収集
第３回 資料とは(1)人文系
第４回 資料とは(2)自然系
第５回 資料の分類と整理(1)人文系
第６回 資料の分類と整理(2)自然系（小レポート作成）
第７回 資料の劣化と保存
第８回 資料の修復
第９回 資料の記録と写真
第１０回 資料の研究
第１１回 展示資料の集荷（小レポート作成）
第１２回 資料の展示
第１３回 大学博物館紹介
第１４回 今後収集すべき資料
第１５回 まとめ（課題レポート作成）
●事前・事後学習の内容
自身の興味・関心をせばめないで下さい。自身の研究テーマを豊かに語るためには、一見無駄と思えるような周辺の知
識の厚さが重要になります。
博物館は博物館資料の研究を下敷きにして、学問・社会・地域を結ぶ重要な役割を果たさなければならない施設です。
授業で提供した知識を踏まえ、各所にある博物館を見ながら、自身の知識を増やすとともに、新たな現代的課題を見つけ
出して下さい。
●評価方法
小レポート30点×2回
60点
課題レポート
40点
（コミュニケーションカードでの対話を加味する）
●受講生へのコメント
近畿圏には多くの博物館・美術館があります。
興味の範囲を限定せず、さまざまな分野の博物館・美術館の見学を勧めます。
●参考文献・教材
博物館学（資料論）に関する参考文献は多数あるが、下記の文献は手近に入手できるので目を通すことが望ましい。
『日本博物館学入門』雄山閣 1993年
『博物館学総論』雄山閣 1996年
『新版博物館学講座 5 博物館資料論』雄山閣 1999年
『博物館学概説』関西大学出版部 2001年
『新時代の博物館学』芙蓉書房 2012年
『博物館資料論』放送大学教育振興会 2012年

授業科目名

科目NO.

博物館情報・メディア論

MULEC1108

授業コード

L200980010
単位数

Museum Informatics
授業形態

担当教員名

講義

吉田 健

2単位

●科目の主題
本講義では、博物館で利用されているメディアに焦点を当て、それらの特性を正しく理解することを目指す。そのため
にメディア利用の歴史を振り返る。さらに、様々な情報を、メディアを使って来館者らに的確に伝えられるような方策を
考えていく。
●到達目標
博物館の展示や教育普及活動で取り扱う情報にはどの様なものがあるのかを理解し、メディアを活用しながら展示したり情報発
信することが可能となるようにする。また、インターネットの利用や新しいデジタルメディアの登場などの変化に対応できるようにする
ことを目指す。
●授業内容・授業計画
さまざまなメディアについて、その特徴や歴史を概観しながら、博物館における利用を考えていく。
第１回 オリエンテーション
第２回 コミュニケーションとメディア
第３回 博物館と学習
第４回 メディアの歴史―言語と文字
第５回 メディアの歴史―印刷
第６回 メディアの歴史―写真と映像
第７回 メディアの歴史―通信
第８回 メディアの歴史―マスメディア
第９回 メディアを使った教育の歴史
第１０回 博物館での情報発信―映像展示
第１１回 博物館での情報発信―コンピュータの活用
第１２回 博物館での情報発信―携帯型情報端末の活用
第１３回 博物館からの情報発信―広報紙の作成
第１４回 博物館からの情報発信―インターネットの活用
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業で配布した資料をよく読み、次回の講義に備えてください。
また、事前学習として課題を設定することもあります。
●評価方法
期末のレポート60%、授業中の小課題20%、授業へ取り組む姿勢など平常点20%。
●受講生へのコメント
多くの博物館や科学館を訪れて、どんな情報があるのか、どの様なメディアを活用しているのかを実際に見てください。
そして、自分ならどの様に情報を展示するのか、発信するのか、考えてみてください。
●参考文献・教材
講義の中で紹介する。

授業科目名

科目NO.

博物館実習Ⅰ

MUPRA3301

授業コード

L200990010
単位数

Practice in Museology Ⅰ
授業形態

担当教員名

実習

岸本 直文

2単位

●科目の主題
博物館の実際を見る見学実習、大学に所蔵・保管する考古資料・文書・自然系標本などを扱い調書を取るなどの実務実
習、写真撮影を含む資料化、関連資料のスキャニング、それらを用いた絵はがき・チラシ・資料カードなどの作成、そう
した基礎的訓練の上に、博物館の展示活動に準じた実習展示を学術情報総合センターを利用して行う。企画立案、展示物
の選定、パネルや解説文の作成、説明リーフレットの作成、そして実際の展示を実施する。
●到達目標
見学実習は、博物館に関する科目の履修を踏まえ、いくつかの観点の項目を定めた上で、博物館を実際に訪れ、施設や展示な
どについて論評し、よりよい展示を提案する力量を養う。実務実習は、館園実習の前に、実際に資料にふれ、その取り扱いの基礎
を学ぶ。そして、受講者の討論により実習展示企画を立て、パネルの作成等の準備、実際の陳列や解説まで、博物館活動の柱で
ある企画展実施のひととおりのプロセスを経験する。
●授業内容・授業計画
通年で実施する。前期は見学実習と実務実習が中心となり、後期は実習展示が中心となる。
第１回 オリエンテーション通年のスケジュール説明／見学実習の説明／実習展の説明
第２回 見学実習（1）
第３回 見学実習についてのレポートにもとづく討論（1）
第４回 見学実習（2）
第５回 見学実習についてのレポートにもとづく討論（2）
第６回 見学実習（3）
第７回 見学実習についてのレポートにもとづく討論（3）
第８回 実務実習①写真撮影
第９回 実務実習①考古資料の取り扱い
第10回 実務実習②古文書の取り扱い
第11回 実務実習③自然系標本の取り扱い
第12回 実務実習④大学史資料室の見学と展示業務の講義
第13回 展示企画の立案①
第14回 展示企画の立案②
第15回 館園実習事前指導
●事前・事後学習の内容
実習であるので、毎回の授業時に真摯に取り組むこと。実習展企画や準備に際しては、企画案を考えたり、班に分かれ
てそれぞれの分担についての下調べなど、時間外の調査等の準備が必要である。また毎回、内容を振り変えること。
●評価方法
出席、レポートおよび討論への参加状況、実習展の企画・準備などの状況を総合的に判断する。
●受講生へのコメント
通年科目であり、1年を通じての出席が必要である。また、博物館見学は、時間割の時間外となる。さらに実習展では、
企画や研究などの準備作業が必要であるとともに、一定の到達のために実習時間を越えて進めなければならない場合も
ありうる。過大な負担にならないようにするが、一方で作り上げることの楽しみを体感できるよう努めたい。受講生にも、
通常の講義ではない博物館実習の特性を理解しておいてほしい。昨年度は大学市史資料室の常設展示を行ったが、今年
度、その補足作業を組み込む可能性がある。
●参考文献・教材
教材必要に応じて資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

博物館実習Ⅱ

MUPRA3302

授業コード

L201000010
単位数

Practice in Museology Ⅱ
授業形態

担当教員名

実習

岸本 直文

1単位

●科目の主題
博物館実習Iをふまえ、博物館施設において博物館活動の基本について学ぶ。
●到達目標
博物館施設により扱う資料や実習内容に差はあるが、施設、資料の保管、資料の扱い、展示、普及活動、運営等について、学
芸員の方々から博物館の基本的活動について学び、学芸員業務の実際を学習する。
●授業内容・授業計画
4～5日の集中講義の形式で、主として夏休み期間に行われる。内容は各館の館園実習メニューによる。
第１回 －
第２回 －
第３回 －
第４回 －
第５回 －
第６回 －
第７回 －
第８回 －
第９回 －
第10回 －
第11回 －
第12回 －
第13回 －
第14回 －
第15回 －
●事前・事後学習の内容
履修生に配布する「博物館実習の栞」をよく読んでおき、博物館実習Ⅰで学んだことを振り返っておくこと。限られた
実習期間のなかで、できるだけのことを吸収するよう真摯に取り組むとともに、日々、その日の実習内容をレポートにま
とめ振り返ること。
●評価方法
全期間出席することが必須である。また博物館実習Iに組み込んで実施している事前指導と事後指導を受けなければなら
ない。その上で、実習内容について、日々学んだ点をまとめたレポートにまとめ、全体を通しての反省・自己評価等から
なるレポートをあわせた実習レポートを提出する。事後指導の討論を含めて総合的に判定する。
●受講生へのコメント
前期の履修登録期間においては、各館の実習期間が決まっていない場合があるが、必ず登録を済ませておくこと。博物
館実習Ⅰの初回に博物館実習Ⅱ（館園実習）のガイダンスを、博物館実習Ⅰの前期最終回および後期初回に博物館実習Ⅱ
（館園実習）の事前指導と事後指導を実施する。博物館実習Ⅰを履修済みで、博物館実習Ⅱのみの履修者についても、こ
れら3回に必ず出席すること。
●参考文献・教材
各受け入れ館による。

授業科目名

科目NO.

博物館資料保存論

MULEC1105

授業コード

L201010010
単位数

Museum Collection Care
授業形態

担当教員名

講義

豆谷 浩之

2単位

●科目の主題
博物館資料の保存・修復について、多分野の博物館の具体例を通じて学ぶ。
●到達目標
博物館において、さまざまな分野の資料を、展示環境や収蔵環境を含めて良好な状態で保存・継承するために必要な基礎的知
識や技術を身につけるとともに、資料の修復や科学的分析についても、最新の成果を含めて習得する。
●授業内容・授業計画
考古・歴史・美術・自然史等に関する諸資料について、保存や修復に必要な基礎知識を学ぶ。温湿度や光、虫害等に関
する備えについて実例に即して紹介する。資料の修復や処理に関して、保存科学の観点から最新成果等を学ぶ。
第１回 イントロダクション
第２回 資料の状態調査・現状把握
第３回 資料の科学的保存処理
第４回 資料の修復・修理（考古）
第５回 自然環境の保護（生物多様性・種の保存を含む）①
第６回 自然環境の保護（生物多様性・種の保存を含む）②
第７回 資料の取り扱い 梱包と輸送
第８回 資料の修復・修理（美術・歴史）
第９回 資料保存の諸条件とその影響（温湿度、光、振動、大気等）、生物被害とIPM（総合的有害生物管理）
第１０回 災害の防止と対策（火災、地震、水害、盗難等）
第１１回 伝統的保存方法
第１２回 収蔵の保存環境
第１３回 展示の保存環境
第１４回 地域資源・文化財の保存と活用
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
受講前または前期のできるだけ早い時期に、各自で関心のある博物館・美術館を訪れて、気になったこと、疑問に思っ
たことを見つけておいてください。受講後に、あらためて博物館・美術館（別の施設でもかまいません）に行って、講義
で聴いた内容がどのような形で実現しているのか、現地で確認するようにしてください。
●評価方法
各回の講義終了時に提出していただくコミュニケーションカードによる理解度の評価（平常点：50%)、および期末に提
出していただくレポート（50%)により総合的に評価します。
●受講生へのコメント
大阪市の博物館・美術館や文化財保存の仕事に従事する複数の講師による、実例に即した内容の講義です。（各回を担
当する講師の仕事の状況により、講義内容の順番を入れ替えることがあります）
●参考文献・教材
必要に応じて、授業中に適宜指示、紹介します。

授業科目名

科目NO.

博物館展示論

MULEC1106

授業コード

L201020010
単位数

Museum Exhibition
授業形態

担当教員名

講義

川端 清司

2単位

●科目の主題
博物館機能の中心となる展示について、多分野の博物館の具体例を通じて学ぶ。
●到達目標
博物館の展示について、歴史・美術・自然史など幅広い分野の実践例を通じて、理論や具体的技術・手法を習得し、博物館の
展示機能に関する基礎的能力を養う。あわせて、特別展 (企画展)等の企画から実施までの具体的手続きについて学ぶ。
●授業内容・授業計画
さまざまな博物館・美術館での展示の実例を学ぶ。資料毎の特性に基づいた展示・解説手法を学ぶ。
展覧会の企画から実施までを実例に即して紹介する。
展示手法や技術について紹介する。
第6回・第7回の現地見学は、講義の時間とは別枠で、指定する土曜日の1日で2施設を見学・受講し、2回分の講義内容と
する。第10回の現地見学は講義時間内に実施予定。現地見学の日程・時間等は初回の講義やポータルサイトで提示します。
第１回 イントロダクション 展示とは
第２回 美術資料・文化財の展示手法、展示に関する諸問題
第３回 歴史展示に関する諸問題
第４回 考古資料の展示、遺跡の利用
第５回 建築資料の展示
第６回 展示の諸形態 1東洋陶磁美術館 (もしくは大阪市立美術館)の展示 (現地見学と講義)
第７回 展示の諸形態 2大阪市立科学館 (もしくは歴史博物館)の展示 (現地見学と講義)
第８回 自然史資料の展示手法
第９回 特別展の企画と運営
第１０回 展示の諸形態 3自然史博物館の展示 (現地見学と講義)
第１１回 巡回展示の企画と運営
第１２回 海外資料の展示に関する諸問題
第１３回 展示技術のいろいろ
第１４回 観覧者からみた展示
●事前・事後学習の内容
将来学芸員という仕事をめざす受講生にとって、いろいろな機会に多種多様な博物館を訪れて、展示を見学するととも
に、展示以外の博物館活動に触れておくことがのぞましい。その経験があると、各回の講義内容の理解度も深まると考え
る。
なおこの授業内容には、実践的な内容が中心となるため、「博物館の展示」・「展示論」などに関した教科書に触れ
ておくことを薦める。
●評価方法
授業中のミニレポート（60％）と出席点（40％）により総合的に評価する。
●受講生へのコメント
授業内容・計画にもあるように、大阪市立の博物館施設について、3回分の現地見学、現地講義があります。特に第6回、
第7回は通常の講義日程とは別に指定した日時となるので注意してください。各回ともに、現職学芸員による実践経験に
裏打ちされた講義内容で、教科書的な「展示論」とはひと味違う講義を展開します。
●参考文献・教材
授業中に適宜指示、紹介する。

授業科目名

科目NO.

博物館教育論

MULEC1107

授業コード

L201030010
単位数

Museum Education
授業形態

担当教員名

講義

井上 敏

2単位

●科目の主題
博物館における博物館教育の意義と理念について講義を行い、事例の紹介も行います。また博物館教育を企画、実施す
る際に必要となる視点を習得してもらいます。
●到達目標
博物館の諸機能のうち、博物館教育の重要性を認識し、博物館における教育活動の基盤となる理論や実践に関する知識と方
法を習得し、博物館教育を企画、実施するための基礎的能力や必要となる視点を養うことを目標とします。
●授業内容・授業計画
以下の内容の講義を予定しています。但し、まだ変更の余地があり、講義の第1回目で改めて告知します。
第１回 ガイダンス
第２回 人の学びと博物館
第３回 博物館教育の意義と理念（1）－コミュニケーションとしての博物館教育
第４回 博物館教育の意義と理念（2）－生涯学習の場としての博物館
第５回 博物館教育の意義と理念（3）－人材養成の場としての博物館・博物館と学校教育
第６回 博物館教育の意義と理念（4）－地域における博物館
第７回 博物館教育の意義と理念（5）－博物館リテラシーの涵養
第８回 博物館の利用と学び（1）－博物館の利用実態
第９回 博物館の利用と学び（2）－博物館体験
第１０回 博物館の利用と学び（3）－博物館における学びの特性
第１１回 博物館教育の実際（1）－博物館教育活動の手法（館内）
第１２回 博物館教育の実際（2）－博物館教育活動の手法（館外）
第１３回 博物館教育の実際（3）－博物館教育活動の企画と実施
第１４回 博物館教育の実際(4)－博物館と学校教育
試験
●事前・事後学習の内容
事前の学習については講義前から積極的に博物館（ミュージアム、動物園や植物園、水族館も含む）に行き、積極的に
見学すること。その際、ただ展示を見るだけでなく、教育普及に関わる事業（ワークシートやワークショップ、講演会や
ギャラリートーク等）に関する情報を積極的に集めておいてください。事後の学習についても更に博物館に行ってもらう
ことに変わりません。しかし講義内で学んだ生涯学習の理論を思い起こしつつ、学んだことと実際の教育普及事業との関
わりについてよく考えてください。そして自分であれば、見学した館の教育普及事業につ
●評価方法
基本的に試験70％と受講態度30％(出席点を含む）で評価する予定です。但し、受講生の人数によっては変更の可能性が
あるので、この点については1回目ないし2回目の講義で改めて告知します。
●受講生へのコメント
博物館（ミュージアム）は貴重な博物館資料を後世に残すという使命を持つ一方で、図書館などとともに生涯学習機関
として、人の生涯にわたる学びを行う場であり、それをサポートする使命を持っています。そのことをこの講義で認識し
てもらい、そこから受講生各人が博物館（ミュージアム）の持つポテンシャルをどう引き出すか、博物館（ミュージアム）
が生涯学習の面でどのような貢献ができるのか、を考えてほしいと思います。
●参考文献・教材
講義中に指示しますが、基本的にレジュメを配布します。

