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
※(休)の表示がある科目は履修できないので注意すること。
※入学年度によって履修できる科目・標準履修年次が異なります。
入学時に配布された履修の手引きと本冊子P1を参照のこと。
標準履修年次欄
開講期・
曜日・時限

教員名

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

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

言語文化概論Ⅱ

前木1

佐金
向井
土屋
磐下
仲原
仁木･渡辺･草生
川邉･添田
祖田･石田
笹島
（森谷）
佐伯
木村
髙井
高橋
大岩本･田中(孝)･奥野
髙井･長谷川･信國･福島
白田･原野･奥野

文化構想学概論Ⅰ

前火5

文化構想学概論Ⅱ

後火5

文化構想学基礎演習Ⅰa
文化構想学基礎演習Ⅰb
文化構想学基礎演習Ⅱa
文化構想学基礎演習Ⅱb
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)
卒業論文

前木2
前木2
後火4
後火4

野末
松浦
沼田
高島
担当教員
担当教員
担当教員

科目名

開講期・
曜日・時限

教員名

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
哲学特講Ⅴ

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
前集中
前木4
後木4
後水4
前月2

佐金
佐金
（福田(宗)）
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
（川﨑）
（加藤）
土屋
高梨
仲原

科目名

「☆」～2018年度入学生

標準履修
年次

他学部
単位数 履修

履修可能

備考

「★」2019～入学生

履修可能。

授業コード

科目ナンバー

L210010010
L210010020
L210020010
L210020020
L210030010
L210040010
L220010010
L220020010
L220030010
L220030020
L220040010
L220040020
L230010010
L230020010
L230030010

LAGEN1101
LAGEN1101
LAGEN1102
LAGEN1102
LAGEN1103
LAGEN1104
LBGEN1101
LBGEN1102
LBGEN1201
LBGEN1201
LBGEN1202
LBGEN1202
LCGEN1101
LCGEN1102
LCGEN1103

1
1
1
1
1・2
1・2
1
1
2
2
2
2
1・2
1・2
1・2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1・2

2

L230040010

LCGEN1104

多和田･沼田･松浦･小田中
増田･菅原･天野･海老根･ ★
堀

1

2

L240010010

LEGEN1101

多和田･沼田･松浦･小田中
★
増田･菅原･野末･天野
高島･堀

1

2

L240020010

LEGEN1102

2
2
2
2
4
4
4

2
2
2
2
2
2
10

L240030010
L240030020
L240040010
L240040020

LEGEN1201
LEGEN1201
LEGEN1202
LEGEN1202

授業コード

科目ナンバー

L211010010
L211020010
L211030010
L211040010
L211050010
L211060010
L211070010
L211080010
L211090010
L211100010
L211110010
L211120010
L211130010
L211140010
L211150010
L211160010
L211190010
L211200010
L211240010
L211250010
L211260010
L211270010
L211280010

LAPHL3201
LAPHL3202
LAPHL2101
LAPHL2102
LAPHL3203
LAPHL3204
LAPHL3205
LAPHL3206
LAPHL3207
LAPHL3208
LAPHL3209
LAPHL3210
LAPHL3211
LAPHL3212
LAPHL3213
LAPHL3214
LAPHL3217
LAPHL3218
LAPHL3219
LAPHL3220
LAPHL3221
LAPHL3222
LAPHL3223

★
★
★
★

a：社会・心理
b：教育・地理

■哲学歴史学科
標準履修
年次

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

他学部

単位数 履修

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

備考

可
可
可
可

可
可

可
可

可
可
大学院共通

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
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

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

平田
仁木
齊藤
仁木
佐賀
岸本
磐下
仁木
齊藤
佐賀
磐下
仁木
齊藤
佐賀
岸本
（古野）
（廣川）
磐下
齊藤
岸本
（休）
草生･渡辺･上野･向井
平田
上野
(野村)
平田
渡辺
上野
（上野）
上野
渡辺
平田
（上野）
（松本）
（前田(弘)）
(野村)
（前田(充)）
北村
北村
北村
向井
向井
草生
向井
北村
（藤井）
（伊藤(順)）

開講期・
曜日・時限

教員名

前火3
後水4
後火3

（進藤）
（中嶋）
（進藤）
（休）
笹島
伊地知
伊地知
笹島
伊地知
石田
川野
平山
伊地知

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

可
可
可

大学院共通
大学院共通

可
可

大学院共通
大学院共通
大学院共通
可

大学院共通
大学院共通

L212010010
L212020010
L212030010
L212040010
L212050010
L212060010
L212070010
L212080010
L212090010
L212100010
L212110010
L212120010
L212130010
L212140010
L212150010
L212160010
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

LAGEN3201
LAJPH2101
LAJPH3201
LAJPH3202
LAJPH3203
LAJPH3204
LAJPH3205
LAJPH3206
LAJPH3207
LAJPH3208
LAJPH3301
LAJPH3302
LAJPH3303
LAJPH3304
LAJPH3305
LAJPH3306
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

授業コード

科目ナンバー

L221010010
L221020010
L221030010
L221040010
L221050010
L221060010
L221070010
L221070020
L221080010
L221080020
L221090010
L221090020
L221100010

LBSOC3201
LBSOC3202
LBSOC3203
LBSOC3204
LBSOC3205
LBSOC3206
LBSOC3301
LBSOC3301
LBSOC3302
LBSOC3302
LBSOC3207
LBSOC3207
LBSOC3208

■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

前月4
前木3
前木4
前水4
後木4
後水4
前火4
前月3
後水3

標準履修
年次

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2～4

他学部

単位数 履修

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

備考

可
可
可 大学院共通
可
可 社会調査士必修
可 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
社会調査法
社会学データ解析法
社会学特講Ⅰ
社会学特講Ⅱ
社会学特講Ⅲ
社会学特論Ⅰ
社会学特論Ⅱ
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
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)
人間行動学データ解析法Ⅳ
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

後月3
後木2
前木2
後木2
前火3
後月3
前水3
前水4
前水2
後水2

（休）
平山
笹島
川野
石田
伊地知
川野
平山
平山
川野
（休）
（休）
（休）
平山
川野
池上
池上
山
山
川邉･池上･山･佐伯
川邉･池上･山･佐伯
山･川邉･佐伯
山･川邉･佐伯

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

前木2

（鈴木(文)）

3・4

2

後月3
後火4
後火3

木村
川邉
山
（休）
佐伯
（休）
（中川）
（休）
（谷口）
（中川）
（休）
（森口）
（休）
（片山）
柏木
辻野
森
島田
（出羽）
添田
島田
島田
辻野
柏木
島田
森
（休）
辻野
柏木
（深見）
（西村）
（髙谷）
山﨑
（菅野）
大場
祖田
祖田
木村
山﨑

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

前火2
前水2
後火4
後火3
後木3
後火3
後火3
後火2
前火3

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

可
可
可
可

可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可 大学院共通
可
可

大学院共通
※1 欄外参照
可
可
可

L221100020
L221110010
L221110020
L221120010
L221130010
L221130020
L221130030
L221130040
L221190010
L221200010
L221160010
L221170010
L221180010
L221140010
L221150010
L222010010
L222020010
L222030010
L222040010
L222050010
L222060010
L222070010
L222080010

LBSOC3208
LBSOC3209
LBSOC3302
LBSOC3210
LBSOC3211
LBSOC3211
LBSOC3211
LBSOC3211
LBSOC3217
LBSOC3218
LBSOC3214
LBSOC3215
LBSOC3216
LBSOC3212
LBSOC3213
LBPSY3201
LBPSY3202
LBPSY3203
LBPSY3204
LBPSY3205
LBPSY3206
LBPSY3301
LBPSY3302

L220050010

LBPSY3303

L220060010
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

LBGEN3306
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

地理学講読演習Ⅱ
後水3
大場
地理学野外調査実習Ⅰ
後水2
祖田
地理学野外調査実習Ⅱ
前月4
大場
地理学演習Ⅰ
前木3
大場･山﨑
地理学演習Ⅱ
後木3
山﨑･大場
地図学
前火2
木村
地理情報学
（休）
地理学特講Ⅰ
後月2
水内
地理学特講Ⅱ
前金2
（濱田）
※1 他学部履修不可。但し教職を履修するもののみ履修可能。
■言語文化学科
科目名
(読替科目)
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
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

3
2・3
3
3
3
2～4
2～4
2～4
2～4

標準履修年次欄
開講期・
曜日・時限

教員名

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

久堀
（大坪）
丹羽
丹羽
奥野
奥野
山本
山本
久堀
久堀
小林
小林
丹羽
丹羽
奥野
奥野
（佐野）
（佐野）
（井出）
高橋
大岩本
張
高橋
高橋
（休）
大岩本
高橋
張
（休）
大岩本
大岩本
張
張
（休）
（秋岡）
リチャーズ
内丸
田中（孝）
古賀
豊田
豊田
リチャーズ
田中(孝)
内丸
古賀
田中(孝)
豊田
（渡邊）
(休)
(休)

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2

可
可
可 大学院共通
可 大学院共通

「☆」～2018年度入学生

標準履修
年次

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

他学部
単位数 履修

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

履修可能

備考

可
可

大学院共通
大学院共通
可
可
可
可

可
可
可
可
可
可

可 大学院共通
可
可

L224080010
L224090010
L224100010
L224110010
L224120010
L224140010
L224150010
L224160010
L224170010

LBGEO3302
LBGEO3207
LBGEO3303
LBGEO3304
LBGEO3305
LBGEO3209
LBGEO3210
LBGEO3211
LBGEO3212

「★」2019～入学生

履修可能。

授業コード

科目ナンバー

L231010010
L231020010
L231030010
L231040010
L231050010
L231060010
L231070010
L231080010
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

LCJPN2101
LCJPN2102
LCJPN3201
LCJPN3202
LCJPN3203
LCJPN3204
LCJPN3205
LCJPN3206
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

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

前水4
後水2
前月3

ドイツ語圏文学史
後木2
ドイツ語圏文化論
前火4
ドイツ語学概論
前火2
ドイツ語圏言語文化基礎演習Ⅰ
前木2
ドイツ語圏言語文化基礎演習Ⅱ
後月3
ドイツ語圏言語文化演習Ⅰ
後木4
ドイツ語圏言語文化演習Ⅱ
前木3
ドイツ語圏言語文化演習Ⅲ
前月2
ドイツ語圏言語文化特別演習
後月2
ドイツ語コミュニケーションⅠ
前水2
ドイツ語コミュニケーションⅡ
後水2
ドイツ語圏ランデスクンデ
後火4
フランス語圏文学史
後火2
フランス語圏文化論
前月4
フランス語学概論
後月1
フランス語圏言語文化基礎演習Ⅰ 後月4
フランス語圏言語文化基礎演習Ⅱ 前火2
フランス語圏言語文化演習Ⅰ
前木2
フランス語圏言語文化演習Ⅱ
前水3
フランス語圏言語文化演習Ⅲ
後火3
フランス語圏言語文化特別演習
後木2
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
前集中
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 前集中
言語学基礎論
前木3
言語応用論
前木2
言語比較論
後月3
言語教育論
前水3
言語情報論
言語応用論演習
後木2
言語比較論演習
前月3
言語教育論演習
後火4
言語情報論演習
後火3
言語応用特論
後火2
言語比較特論
前木4
言語教育特論
前火2
言語応用特講
言語比較特講
言語教育特講
文化理論
後火2
(文化理論)
表現文化論
後木3
(テクスト文化論)
表象文化論
前月2
(表象文化論)
比較表現論
前水3
(比較表現論)
文化理論基礎演習a
前木2
(文化構想学基礎演習Ⅰ･Ⅱ)
文化理論基礎演習b
前木2
(文化構想学基礎演習Ⅰ･Ⅱ)
文化理論基礎演習a
後火4
(文化構想学基礎演習Ⅰ･Ⅱ)
文化理論基礎演習b
後火4
(文化構想学基礎演習Ⅰ･Ⅱ)
表現・表象文化論基礎演習
前月3
（表現文化論基礎演習)
表現・表象文化論演習Ⅰ
後水3
(表象文化論演習)
表現・表象文化論演習Ⅱ
表現・表象文化論演習Ⅲ
後火3
(ポピュラー文化論演習)

リチャーズ
（シーヴァート）
髙井
（休）
髙井
長谷川
信國
信國
髙井
信國
髙井
長谷川
長谷川
[エルトレ]
[エルトレ]
[エルトレ]
原野
白田
（川口）
白田
原野
福島
原野
白田
福島
未定
未定
（粕谷）
（休）
（中條）
山崎（雅）
井狩
山崎（雅）
辻(香)
(休)
井狩
（林）
辻(香)
田中(一)
田中(一)
山崎(雅)
田中(一)
(休)
(休)
(休)

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

L233160010
L233170010
L234010010
L234020010
L234030010
L234040010
L234050010
L234060010
L234070010
L234080010
L234090010
L234100010
L234110010
L234120010
L234130010
L234140010
L234150010
L234160010
L234170010
L234180010
L234190010
L234200010
L234210010
L234220010
L234230010
L234240010
L234250010
L234260010
L234270010
L234280010
L235010010
L235020010
L235030010
L235040010
L235050010
L235060010
L235070010
L235080010
L235090010
L235100010
L235110010
L235120010
L235130010
L235140010
L235150010

LCENG3216
LCENG3217
LCDFX3201
LCDFX3202
LCDFD3201
LCDFD3202
LCDFD3203
LCDFD3204
LCDFD3205
LCDFD3301
LCDFD3302
LCDFD3303
LCDFD3304
LCDFD3305
LCDFD3306
LCDFD3307
LCDFF2101
LCDFF3201
LCDFF3202
LCDFF3203
LCDFF3204
LCDFF3301
LCDFF3302
LCDFF3303
LCDFF3304
LCDFF3305
LCDFF3306
LCDFF3205
LCDFX3203
LCDFX3204
LCLNG2101
LCLNG3201
LCLNG3202
LCLNG3203
LCLNG3204
LCLNG3205
LCLNG3206
LCLNG3207
LCLNG3208
LCLNG3301
LCLNG3302
LCLNG3209
LCLNG3210
LCLNG3211
LCLNG3212

野末

☆ 2・3

2

L241010010

LCART3201

野末

☆ 2・3

2

L241050010

LCART3202

海老根

☆ 2～4

2

L241020010

LCART3203

高島

☆ 2～4

2

L241040010

LCART3204

L240030010

LCART3205

L240030020

LCART3205

L240040010

LCART3205

L240040020

LCART3205

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

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 大学院共通
可
可 大学院共通

文化構想学基礎演習
Ⅰ･Ⅱの重複履修不可
文化構想学基礎演習
Ⅰ･Ⅱの重複履修不可
文化構想学基礎演習
Ⅰ･Ⅱの重複履修不可
文化構想学基礎演習
Ⅰ･Ⅱの重複履修不可

野末

☆

2

2

松浦

☆

2

2

沼田

☆

2

2

高島

☆

2

2

海老根･[江村]

☆

2

2

L241060010

LCART3206

☆ 2・3

2

L241070010

LCART3207

(休)

☆ 2・3

2

L236080010

LCART3208

増田

☆ 3・4

2

L241080010

LCART3301

海老根

可

表現・表象文化論演習Ⅳ
(テクスト文化論演習)
比較表現論演習
(比較表現論演習)
文化理論特別演習
表現文化論特論
(ポピュラー文化論)
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
■文化構想学科
科目名
(読替科目)
文化理論
表象文化論
ポピュラー文化論
比較表現論
テクスト文化論
表現文化論基礎演習
表象文化論演習
ポピュラー文化論演習
比較表現論演習
テクスト文化論演習
アジア文化学基礎論
アジア地域文化概論
アジア共生文化概論
アジア比較文化概論
アジア地域文化論
アジア共生文化論
アジア比較文化論
文化人類学
文化資源基礎論
観光文化論
文化デザイン論
視覚芸術文化論
舞台芸術文化論
視覚文化資源論演習
地域文化資源論演習
視覚文化資源論実習
地域文化資源論実習
文化資源特論Ⅰ
文化資源特論Ⅱ
文化資源論特別演習
◆文学部共通専門教育科目
科目名
(読替科目)
美術史通論
民俗学
文化人類学概論Ⅰ
(文化人類学）
文化人類学概論Ⅱ
(アジア文化学基礎論)
観光文化論
（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

前火4

野末

☆ 3・4

2

L241100010

LCART3302

後木2

高島

☆ 3・4

2

L241090010

LCART3303

前水4

増田

☆ 3・4

2

L236120010

LCART3304

前火3

増田

☆ 3・4

2

L241030010

LCART3305

前集中
後集中
後月4
後水4

（山中）
（木村(覚)）
[江村]
増田
(休)

☆
☆
☆
☆
☆

2
2
2
2
2

L236140010
L236150010
L236160010
L236170010
L236180010

LCART3306
LCART2101
LCART3209
LCART3210
LCART3211

3・4
1～4
2～4
2～4
2～4

標準履修年次欄

教員名

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

野末
海老根
増田
高島
野末
海老根･[江村]
海老根
増田
高島
野末
多和田
松浦
多和田
堀
松浦
多和田
堀
多和田
菅原
天野
沼田
菅原
小田中
菅原
天野
菅原
天野
天野
（木川）
天野･菅原

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

教員名

後水4
後金2

菅原
（岡本）

後火3

他学部
単位数 履修

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

標準履修年次欄
開講期・
曜日・時限

「☆」～2018年度入学生

標準履修
年次

開講期・
曜日・時限

大学院共通
大学院共通

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

備考

可
可
可

可

可
可 大学院共通
可

「☆」～2018年度入学生

標準履修
年次

履修可能

他学部
単位数 履修

履修可能

備考

「★」2019～入学生

履修可能。

授業コード

科目ナンバー

L241010010
L241020010
L241030010
L241040010
L241050010
L241060010
L241070010
L241080010
L241090010
L241100010
L242010010
L242020010
L242040010
L242050010
L242060010
L242080010
L242090010
L242140010
L243010010
L243020010
L243030010
L243040010
L243050010
L243060010
L243070010
L243100010
L243110010
L243140010
L243150010
L243170010

LEART3201
LEART3202
LEART3203
LEART3204
LEART3205
LEART3206
LEART3207
LEART3208
LEART3209
LEART3210
LEASA3201
LEASA3202
LEASA3203
LEASA3204
LEASA3205
LEASA3206
LEASA3207
LEASA3208
LECRS3201
LECRS3202
LECRS3203
LECRS3204
LECRS3205
LECRS3206
LECRS3207
LECRS3208
LECRS3209
LECRS3210
LECRS3211
LECRS3212

「★」2019～入学生

履修可能。

授業コード

科目ナンバー

2～4
2～4

2
2

可
可

L200110010
L200120010

LXGEN3201
LXGEN3202

多和田

☆ 2～4

2

可

L242140010

LXGEN3203

前火2

多和田

☆ 2～4

2

可

L242010010

LXGEN3204

前木3

天野

☆ 2～4

2

可

L243020010

LXGEN3205

後木4
前水4

天野
（中嶋）
（休）
（休）
（湯谷）
（垣内）
（垣内）

☆ 2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2・3
2・3

2
2
2
2
2
2
2

可
可
可
可
可
可

L200400010
L200150010
L200160010
L200170010
L200180010
L200190010
L200200010

LXGEN3206
LXGEN3207
LXGEN3208
LXGEN3209
LXGEN3210
LXGEN3211
LXGEN3212

前金2
前金4
後金4

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
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
自然地理学概論
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
◆教職に関する科目
科目名
(読替科目）
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
教育制度論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Ⅰa,b
社会科・地理歴史科教育法Ⅱa,b
社会科・公民科教育法Ⅰ
社会科・公民科教育法Ⅱ
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

前木3
後木3

前集中
前集中

（佐藤(義)）
（佐藤(義)）
（休）
（休）
（堀川）
（休）
（休）
（休）
（休）
（休）
祖田ほか
久堀ほか

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

前火2・
水4・木3
・月3・
木4

沼田･（石川）･
（渡辺）･（佐伯）
・（大山）

1

（休）
（奥西）
菅原
（小倉）
-

3
2～4
2～4
2～4
1～4
1～4
1～4
1～4

前集中

後木2
前木5
後火1
-

標準履修年次欄

可
可
可
可
可

L200210010
L200220010
L200230010
L200240010
L200250010
L200280010
L200290010
L200300010
L200310010
L200320010
L200330010
L200340010

LXGEN2101
LXGEN2102
LXGEN2103
LXGEN2104
LXGEN2105
LXGEN3215
LXGEN3216
LXGEN3217
LXGEN3218
LXGEN3219
LXGEN3220
LXGEN2106

2

L200370010～
L200370050

LXGEN1101

2
2
2
2
2
2
2
2

L200380010
L201040010
L201070010
L224130010
L201080010
L201090010
L201100010
L201110010

LXGEN3301
LXGEN3223
LXGEN3224
LXGEN3225
LXGEN2107
LXGEN2108
LXGEN2109
LXGEN2110

大学院共通
可

可

「☆」～2018年度入学生

標準履修
年次

他学部

開講期・
曜日・時限

教員名

後月2・3
/火3

森

1～4

2

可

（津田）
（森岡）

2～4
2～4

2
2

可
可

（上宮）

2～4

2

可

辻野
（井上（真））
（三羽）
（木村(雅)）
（木村(雅)）
（木村(雅)）
（木村(雅)）
（中）
（中）
（岩本(賢)）
（岩本(賢)）
井狩
（溝畑）
（溝畑）
井狩
（神竹）
（神竹）
（神竹）
（休）
福島
福島
（大山）
（休）
（岩本(眞)）
（岩本(眞)）
（岩本(眞)）
（休）
（古田）
（坂本）
（寺嶋）
島田

2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

前金1/後金2

前金2
前金3・4
/後金4

前水3
前月3
後集中
前金3
後金4
前金4
後金3
前金5/前集中
後金5/後集中

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

単位数 履修

履修可能

備考

「★」2019～入学生

履修可能。

授業コード

科目ナンバー

L200510010・
20・30

KLPED1101

L200520010・20

L200520030
L200530010
・20・30
L200540010
L200540020
L200540030
L200580010
L200590010
L200600010
L200610010

KLPED2201
KLPED2201
KLPED2202

KLPED2203
KLPED2203
KLPED2203
KLJPN2201
KLJPN2202
KLJPN2203
KLJPN2204
L200620010・20 KLSGH2201
L200630010・20 KLSGH2202
L200640010
KLSCV2201
L200650010
KLSCV2202
L200660010
KLENG2201
L200670010
KLENG2202
L200680010
KLENG2203
L200690010
KLENG2204
L200700010
KLGER2201
L200710010
KLGER2202
L200720010
KLGER2203
L200730010
KLGER2204
L200740010
KLFRN2201
L200750010
KLFRN2202
L200760010
KLFRN2203
L200770010
KLFRN2204
L200780010
KLCHN2201
L200790010
KLCHN2202
L200800010
KLCHN2203
L200810010
KLCHN2204
L200570010
KLPED2204
L200570020
KLPED2204
L200570030
KLPED2204
L200550010
KLPED2205

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・進路指導論a,b
(生徒・進路指導と人権a,b)
特別支援教育論a
特別支援教育論b
総合的な探究の指導論a
総合的な探究の指導論b
教職実践演習(中・高)
教育実習Ａ（２単位）
（高等学校教育実習）
教育実習Ｂ（４単位）
（中学校教育実習）
教育実習事前事後指導(中・高)
書道
(書道Ａ)
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
教職ボランティア実習Ⅴ
教職ボランティア実習Ⅵ

後木2
前集中

前・後月5

（木原(俊)）
（廣瀬）
[小原]
添田
(丸田)
(斎藤)･[弘田]

2～4
2～4
2～4
2～4
2～4
2～4

2
2
2
2
2
2

可
可
可
可
可
可

KLPED2205
KLPED2205
L200560010・20 KLPED2206
L200560030
KLPED2206
L200821010・20 KLPED2207
L200840010・20 KLPED2208

前・後火5

(新井)

2～4

2

可

L200831010・20

KLPED2209

後金3
前水2
前火3
後水2
後集中

（羽山）
（野田）
添田
[鈴木]
島田ほか

2～4
2～4
2～4
2～4
4

2
2
2
2
2

可
可
可
可
可

L201120010
L201120020
L201130010
L201130020
L200880010

KLPED2210
KLPED2210
KLPED2211
KLPED2211
KKSEM4401

通年集中

辻野･柏木

4

2

可

L200860010

KKPRA4402

通年集中

辻野･柏木

4

4

可

L200850010

KKPRA4401

通年集中

辻野･柏木

4

1

可

L200871010

KKLEC4401

後金2

（南條）

2～4

2

可

L200940010

KLJPN2205

前集中
後集中

（休）
（休）
添田
（休）
添田
添田

1～4
1～4
1～4
1～4
1～4
1～4

2
2
2
2
2
2

可
可
可
可
可
可

L200900010
L200910010
L200920010
L200930010
L201050010
L201060010

KLPRA1101
KLPRA1102
KLPRA1103
KLPRA1104
KLPRA1105
KLPRA1106

開講期・
曜日・時限

教員名

授業コード

科目ナンバー

後金5
前木5
後火4
前火5
前金4
後金4
前水1
前金2
通年水5
前集中

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

1・2
1・2
2・3
2・3
2・3
2・3
2・3
2・3
3･4

2
2
2
2
2
2
2
2
2

可
可
可
可
可
可
可
可
可

L200410010
L200420010
L200960010
L200970010
L201010010
L201020010
L201030010
L200980010
L200990010

MULEC1101
MULEC1102
MULEC1103
MULEC1104
MULEC1105
MULEC1106
MULEC1107
MULEC1108
MUPRA3301

岸本

3･4

1

可

L201000010

MUPRA3302

前・後火2

後月3
後金4・5

通年集中

★
★
★
★

L200550020
L200550030

◆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

標準履修
年次

他学部

単位数 履修

備考

授業科目名

科目NO.

LAGEN1101

人間文化基礎論Ⅰ a

授業コード

L210010010
単位数

Introduction to Philosophy and History (Seminar) Ⅰ
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
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、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、ディーン・ブオノマーノ（著）、村上郁也（訳）、『脳と時間』を読む。事前にテキストを入手するこ
と。第１回 ガイダンスおよび担当の決定
第２回 1:00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 2:00に関する発表とディスカッション
第４回 3:00に関する発表とディスカッション
第５回 4:00に関する発表とディスカッション
第６回 5:00に関する発表とディスカッション
第７回 6:00に関する発表とディスカッション
第８回 7:00に関する発表とディスカッション
第９回 8:00に関する発表とディスカッション
第１０回 9:00に関する発表とディスカッション
第１１回 10:00に関する発表とディスカッション
第１２回 11:00に関する発表とディスカッション
第１３回 12:00に関する発表とディスカッション
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
章ごとに3-5名の発表担当者を割り当てる。担当者は発表当日までにレジュメもしくはスライドを用意すること。
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。受講者は全員、事前にテキストの内容をよく検討
しておくこと。
研究発表では、テーマに関連する独自の課題設定のもと、数名のグループでプレゼンテーションと質疑応答を行う。
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
授業内でのパフォーマンス40点、各章担当40点、そしてプレゼンテーション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。
●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、ディーン・ブオノマーノ（著）、村上郁也（訳）、『脳と時間: 神経科学と物理学で解き明かす〈時間〉
の謎』、森北出版、2018年を使用する。

授業科目名

科目NO.

LAGEN1101

人間文化基礎論Ⅰ b

授業コード

L210010020
単位数

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

担当教員名

講義

向井 伸哉

2単位

●科目の主題
現代日本を理解・展望する上で重要なトピックをとりあげ、「自分」が生きている「いま、ここ」にある社会の事例
とは異なる、「他者」が生きた「かつて、あそこ」にあった社会の事例を知ることで、既存の認識に揺さぶりをかけ、
さらに様々な社会の事例の比較を通じて共通点と差異を把握し、人間社会に対する批判的思考力と普遍的なリテラシー
を養う。
本年度は、「民主主義（住民自治）」をとりあげ、現代日本を視野に入れつつ、西洋中世都市（ドイツ・イタリア・
フランス）における住民自治の実態を学び、比較検討する。
●到達目標
学生が、「民主主義（住民自治）」の問題について、時間・空間の隔たった様々な社会の事例を知り、比較検討を通
じて共通性と差異を把握できるようになる。
歴史学を通じて、物事の相対化と比較の作法を身につける。
●授業内容・授業計画

1. 授業の進め方についての説明
2. 日本人と西洋中世都市（増田四郎、宮下孝吉、鯖田豊之）
3. 西洋都市の固有性（M・ウェーバー）
4. 中世都市の民主主義（H・ピレンヌ）
5. ピレンヌ説への挑戦（N・オットカール）
6. ピレンヌ説への挑戦（H・プラーニッツ）
7. ピレンヌ説への挑戦（Ch・プティ＝デュタイイ）
8. 中世都市における民主主義の再評価
9. 中世ドイツ都市（1）
10. 中世ドイツ都市（2）
11. 中世イタリア都市（1）
12. 中世イタリア都市（2）
13. 中世フランス都市（1）
14. 中世フランス都市（2）
●事前・事後学習の内容
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
毎回、レジュメを配布します。

授業科目名

科目NO.

LAGEN1102

授業コード

人間文化基礎論Ⅱ a

L210020010
単位数

Introduction to Philosophy and History (Seminar) Ⅱ
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。
1. ガイダンス・受講カード記入・小論文（400字程度）執筆
2. 科目に関連する学情ツアー
3. 学術的文章の書き方
4. 小論文例の検討①
5. 小論文例の検討②
6. 小論文例の検討③
7. 中間レポート（2000字程度）執筆
8. 文献資料の探し方・引用の記し方
9. ビデオ資料視聴、チームごとのディベート準備
10. ディベート試合①
11. ディベート試合②
12. ディベート試合③
13. ディベート試合④
14. 最終レポート（4000字程度）執筆
15. 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15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」に代替する）。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、自己評価レポートも併せて、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.

LAGEN1102

L210020020

授業コード

人間文化基礎論Ⅱ b

単位数

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

担当教員名

演習

磐下 徹

2単位

●科目の主題
「日本史（古代史）の研究に触れる」
大学で学ぶ「日本史」は、高校までとは異なり暗記科目ではない。
史料の読解・分析を基礎に自分で論を組み立てていくことが求められる。
本講義では、古代史（飛鳥・奈良・平安時代）を中心とした日本史研究の成果に触れ、大学で学ぶ「日本史」のイメ
ージをつかんでもらいたい。
●到達目標
大学における日本史（古代史）研究の概要を理解する。
課題図書の内容を理解して適切に要約する力を身につける。
学術的な内容にもとづく討論ができるようにする。
●授業内容・授業計画

第1回 授業の進め方の説明
第2回

課題図書の紹介

第3回 坂本太郎「『六国史』より「資料」」（文献①）の発表と討論
第4回 津田左右吉「神代史の述作及び作られた年代」（前半）（文献①）の発表と討論
第5回 津田左右吉「神代史の述作及び作られた年代」（後半）（文献①）の発表と討論
第6回 井上光貞「邪馬台国問題の二、三の論点」（文献①）の発表と討論
第7回 青木和夫「『律令』雑記」（文献①）の発表と討論
第8回 石母田正「天皇と「諸蕃」」（前半）（文献①）の発表と討論
第9回 石母田正「天皇と「諸蕃」」（後半）（文献①）の発表と討論
第10回 文献②第Ⅰ部「国民国家の物語」の発表と討論
第11回 文献②第Ⅱ部「出土文字資料と境界」の発表と討論
第12回 文献②第Ⅲ部「植民地と歴史学」の発表と討論
第13回 文献②第Ⅲ部「東アジア世界論の行方」の発表と討論
第14回 まとめ
文献①：上野誠編『日本の古代を読む』（文春学藝ライブラリー、2016年）
文献②：李成市『闘争の場としての古代史』（岩波書店、2018年）
※上記はあくまで目安である。受講者の状況や学修効果を考慮し、授業内容・計画を変更することがある。
前半では、学説史上よく知られた古代史研究者の文章をとりあげて精読していく。
後半では、前半で見たような古代史研究を史学史的に位置づけた文章をとりあげて精読していく。
それぞれ2～4人1組で、文章の内容をまとめたレジュメを用意して発表してもらう。
他の参加者も事前に該当する文章を読んでおき、報告者の発表後、参加者全員で討論を行い理解を深めていく。
●事前・事後学習の内容
事前に指示・配布する文章を精読し、気づいた点や疑問点などを「読書メモ」にまとめてくる。
講義の際には、報告者の発表後の討論において、「読書メモ」をもとにしながら質疑応答に積極的に参加すること。
事後は、報告・討論を踏まえた上で、自分なりに当該文章の意義を再確認する。
必要に応じて、取り上げた論文全体や関連するほかの論文・文献を読んでみる。
●評価方法
平常点（発表内容60％、出席状況30%、受講態度10%）
●受講生へのコメント
発表するときだけではなく、毎回必ず予習（「読書メモ」の作成）をして授業に臨むこと。
主体的な授業参加を期待します。
なお、初回に発表順などを決めるので、必ず出席すること（初回に欠席した場合は、原則として受講を認めない）。

●参考文献・教材
上野誠編『日本の古代を読む』（文春学藝ライブラリー、2016年）
李成市『闘争の場としての古代史』（岩波書店、2018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.

LAGEN1103

授業コード

人間文化概論Ⅰ

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.

LAGEN1104

授業コード

人間文化概論Ⅱ

L210040010
単位数

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

担当教員名

講義／演習／実習

草生 久嗣／渡辺 健哉／仁木 宏

2単位

●科目の主題
「大学で学ぶ歴史学を体験する」
歴史は座して読み・学ぶだけのものではありません。研究の最前線にいる歴史研究者は、現在の情報（ニュース）を
読み解き、自ら歴史の現場に赴き、可能な技術のすべてを使って、新しい見方、発見、気づきを求めています。またそ
のためには、隠されがちな事実の見つけ方、人々が知るべき情報の探し方、生活の風景を読み解く「街歩き」の仕方な
ど、過去との向き合い方について研鑽を怠りません。この授業はそうした歴史学者（教員だけでなく、大学院生や学部
上回生も含みます）の研究の現場を紹介していきます。
大きく3つのテーマを設定しています。
・自分や社会の過去が、それを伝える情報システムによって構築されていることに気づく（過去とニュース）
・話題の施設の学習や近隣史跡の巡検を通して、思った以上に「歴史」が身近にあることに気づく（歴史をつむいだ
場所）、
・メディアとテクノロジーの融合により最新の物の見方が可能になっていることに気づく（新しい歴史研究）
また、テーマの合間には、以下の話題についても取り扱います
・研究者たちのキャリアパスについて接する機会（トピック：歴史学事始め）
・近隣専門諸学との交流（トピック：文学部と歴史学・文学部の中の歴史学）
※トピック「歴史学事始め」では、担当教員や専門家、卒業生を含む歴史学を学んだ方々から、これまでの自身の
知的・研究体験について話していただきます。
●到達目標
世界史学と日本史学の歴史学教室教員が連携し、初年次生向けに専門歴史研究の醍醐味を体験する授業です。それぞ
れの専門分野に則た特色ある調査法、研究法、巡検の作法を知り、歴史研究には多様な経験と知見を持ち寄る必要があ
ることを、実際の研究活動を通じて体験してもらう。過去の記録や歴史書の読解入門や、情報収集演習・フィールドワ
ークによる調査実践を織り込みつつ、大学において歴史を学び、人間文化についての深い知見を得ることの方法と意義
を理解してもらいます。
●授業内容・授業計画

※担当する教材や、実習参加者の都合、専門講師の日程調整のために、以下の回については順序が入れ
替わることがあります。
初回のガイダンスおよびそれに続く授業の中での説明に注意してください。
第１回 ガイダンス
第２回 ニュースと歴史学①
「テレビドラマと歴史学」（仁木宏：日本史）
第３回 ニュースと歴史学②
「誰かの歴史・わたしの歴史 ニュースが歴史になるまで」（草生久嗣：西洋史）
第４回 ニュースと歴史学③
「『キングダム』と『史記』 創作と史実のあいだ」（渡辺健哉：東洋史）
第５回 歴史学事始め…歴史家たちの証言①
第６回 歴史学的な場所①
「杉本町で戦国時代を見つける フィールドワーク」（仁木宏）
第７回 歴史学的な場所②
「学術情報センターで漢籍をさわる」（渡辺健哉）
第８回 歴史学的な場所③

「創（つく）り替（か）わる史跡」（草生久嗣）
第９回 歴史学事始め……歴史家たちの証言②
第10回 新時代の歴史研究①
「史料、地形・地名、発掘、聞き取りから描く歴史像 学際的研究とは」（仁木宏）
第11回 新時代の歴史研究②
「ユーラシア東方の歴史をめぐって 一国史を乗り越えて」（渡辺健哉）
第12回 新時代の時代の歴史研究③
「メディアを越境する歴史学：歴史学習漫画からVisual Historyへ」（草生久嗣）
第13回 歴史学事始め……歴史家たちの証言③
第14回 歴史学の未来
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
各回授業の最後に、次回の予習事項を通知します。
●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(100％)。
●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。進学希望者に限らず、歴史に興味がある学生、
過去の異文化調査・研究を志す学生一般にも受講を推奨します。
●参考文献・教材
授業各回の最後に次回の授業の参照文献などを通知します。

授業科目名

科目NO.

LBGEN1101

授業コード

人間行動学概論Ⅰ

L220010010
単位数

Introduction to Human Behavioral SciencesⅠ
授業形態

担当教員名

講義

川邉 光一／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。
（川邉担当分） 心理学は心やその働きによって表出される行動を対象として、実験や調査によって客観的にその仕組
みを調べる学問分野である。ここでは心理学の歴史や研究手法、心理学におけるトピックを取り上げ講義を行う。
●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。
（川邉担当分） 心理学の観点では、人間の行動の諸相をどのような形で説明しようとしているのか、その考え方につ
いて理解を深めることを目標とする。
●授業内容・授業計画
前半を添田（教育学）、後半を川邉（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 心理学とは―心理学の研究手法
第９回 心理学の歴史
第１０回 心と行動(1)：外界の受容―感覚・知覚
第１１回 心と行動(2)：経験に基づく行動の変化―学習
第１２回 心と行動(3)：人間の情報処理―記憶と認知
第１３回 心と行動(4)：個人差の測定―性格と知能
第１４回 心と行動(5)：心のトラブル―精神障害と脳
●事前・事後学習の内容
（添田担当分） WebClassにて、事前学習教材の閲覧や各課題の入力ができるようにする。毎回課題を課す。
（川邉担当分）毎回の授業前に配布資料などに目を通しておいてほしい。授業後は講義の内容を踏まえ、資料やノー
トの内容について復習しておくこと。
●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。
（川邉担当分） 定期試験と平常点により評価を行う。
●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却し、社会人のノートの使い方を身につけて欲しい。
（川邉担当分） 心理学は、実験や調査のような科学的手法を使って心の仕組みを解明しようと試みる学問である。一般的に持た
れている「心理学」のイメージとは異なるかもしれないが、この講義を通じて心理学についての正しい知識を持ってほしい。
●参考文献・教材
（添田担当分） 適宜紹介する。
（川邉担当分） 毎回、授業内容にかかわる資料を配布する。

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／石田 佐恵子

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。
（石田担当）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いく
つかの事例を紹介する。社会学的研究の特徴を理解することが目標である。
●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 (石田) 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 社会のイメージ、社会学のイメージ
第９回 社会学のさまざまな研究領域①「知識社会学」
第１０回 社会学のさまざまな研究領域②「メディア文化研究」
第１１回 社会学のさまざまな研究領域③「他者の社会学」
第１２回 社会学のさまざまな研究領域④「身体の社会学」
第１３回 社会学的なものの見方
第１４回 社会学的な方法
第１５回 レポート作成と提出
●事前・事後学習の内容
(祖田担当分) 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。
(石田担当分) 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)
毎週のコミュニケーションカードの内容（30%）、宿題(事前事後学習)(30%)、および中間レポート（40%）による。
(石田担当分)
毎週のコミュニケーションカード提出 (30%) と期末レポート (70%) 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。
(石田担当分)
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。
(石田担当分)
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.

LBGEN3201

授業コード

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

担当教員名

演習

笹島 秀晃

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、HAD、R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.

LBGEN3201

人間行動学データ解析法Ⅰ b

授業コード

L220030020
単位数

Data Analysis of Human Behavioral SciencesⅠ
授業形態

担当教員名

演習

森谷 義哉

2単位

●科目の主題
統計学の基本的な知識を習得し、それらをデータ、特に調査データに適用できるようになること。
●到達目標
(1)統計学の基本的な知識を習得する。
(2)ソフトウェアを用いてデータに対する基本的な操作を行うことができる。
(3)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学習
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、できるだけ分かりやすく説明
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こと
によって理解を深める。
授業計画は以下の通りである。ただし、受講生の知識と理解の程度に合わせて、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。授業中の課題が残っているときや演習問題
があるときは、それらに取り組むとより効果的です。理解を深めるために宿題の課題を出すことがありますので、次回
の授業までに提出してください。また、理解度を確認するために、授業の始めに前回の講義内容についてクイズを行う
ことがあります。
●評価方法
課題40%と定期試験60%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・理系に関係なく、データに基づいて意思決定を行う力が求められています。統計学はそのために必要
な学問ですので、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
習中は積極的に課題に取り組む姿勢を期待します。数式も登場しますが、苦手な人でも説明を聞けば理解できるレベル

です。理解できれば楽しくなりますので、諦めないでください。なお、質問はいつでも大歓迎です。
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りますので、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)高橋信(2004) 『マンガでわかる統計学』 オーム社
(3)ボーンシュテット&ノーキ(1992) 『社会統計学』 ハーベスト社
(4)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
(5)縄田和満(2007) 『Excelによる統計入門』 朝倉書店
(6)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
(7)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
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.

LBGEN3201

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

担当教員名

実習

木村 義成

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
本科目の達成目標は、Excelの関数やデータベース、データ集計機能を利用して地理学や教育学に関する統計データを
自身で処理し分析できるようになることである。
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。
●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、正規分布など分布の種類、平均値、標準偏差、相関係数など統
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。
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方法を習得してもらう。

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

髙井 絹子

2単位

●科目の主題
世紀転換期ウィーンには西欧・東欧を問わず、人、もの、情報が流れ込み、文化的に非常に多産であった。この授業
では、世紀転換期ウィーンの文化と文学のテーマのもと、芸術家や作家の作品をてがかりに近代化の波に翻弄される都
市ウィーンの文化的諸相を紹介する。
●到達目標
世紀転換期ウィーンに関する基本的な知識を習得する。異文化に対し、比較対照的に考察を加えることができる。
●授業内容・授業計画

第1回 イントロダクション
第2回 ウィーンの歴史
第3回 リングシュトラーセ様式
第4回 分離派の芸術
第5回 ウィーン工房
第6回 ロースの装飾批判
第7回 カフェハウスとサロン
第8回 無意識の発見
第9回 都市のダブルモラル
第10回 印象主義と感覚主義
第11回 言語懐疑と沈黙
第12回 音楽と演劇 １
第13回 音楽と演劇 ２
第14回 ハプスブルク神話
第15回 試験とまとめ
●事前・事後学習の内容
授業中に指示する。
●評価方法
授業への参加姿勢20％、レポート40％、試験40％
●受講生へのコメント
欠席が4回をこえると評価の対象になりません。
●参考文献・教材
授業中に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

高橋 未来

2単位

●科目の主題
本講義は、中国古典における主要な作品と文人についての基礎的知識を養うものである。受講生が中国古典の作品世
界や思想に触れることにより、その特徴や主旨を理解し、それに対する自身の考えを育み、さらに深めることを目的と
する。
●到達目標
中国古典の主要な作品について理解し、その主旨と特徴について概要を述べることができる。
●授業内容・授業計画

第１回 ガイダンス
第２回 『論語』について
第３回 『荘子』について
第４回 古代中国の戦争観
第５回 『孫子』について
第６回 性説について
第７回 文人と恋愛
第８回 唐詩の世界（１）
第９回 唐詩の世界（２）
第１０回 唐代の武将に対する評価（１）
第１１回 唐代の武将に対する評価（２）
第１２回 中晩唐の詠史詩
第１３回『板橋雑記』と『柳橋新誌』
第１４回 異読について
●事前・事後学習の内容
第２回 『論語』について漢和辞典などで概要を調べる
第３回 『荘子』について漢和辞典などで概要を調べる
第４回 プリントに挙げられた書物の概要を調べる
第５回 『孫子』について漢和辞典などで概要を調べる
第６回 性説にはどのようなものがあるか下調べをする
第７回 プリントに挙げられた人物の概要を調べる
第８回 プリントに挙げられた人物の概要と作品の語句を調べる
第９回 プリントに挙げられた人物の概要と、作品の語句を調べる
第１０回 安史の乱について、インターネットや歴史事典で概要を調べる
第１１回 プリントに挙げられた文の語句を調べる
第１２回 プリントに挙げられた作品の語句を調べる
第１３回 『柳橋新誌』と成島柳北について、概要を調べる
第１４回 プリントに挙げられた語句について辞書の意味をまとめておく
●評価方法
期末のレポート60％、リアクションペーパー40％として評価する。
●受講生へのコメント
講義においては受講生同士で話し合う時間を設けるので、積極的な意見交換を求めたい。
事前学習については、授業の終わりに次回のプリントを配布するので、そこに引用される書物の概要や本文の意味を
調べ、分からない語句や疑問点を整理しておくこと。
事後学習については講義中に出た語句や書物について調べること。適宜指示する。
●参考文献・教材
毎回プリントを配布する。講義の内容に関する参考文献は授業中に紹介する。

授業科目名

科目NO.

LCGEN1103

授業コード

言語文化概論Ⅰ

L230030010
単位数

Introduction to Language and Culture Studies Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

大岩本 幸次／田中 孝信／奥野 久美子

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(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7回～第11回(英米言語文化：田中孝信教授)文学を論じるとはどういうことだろう。それは、簡単に言うなら、
様々なレベルの「読む」という行為を通して作品に込められた問題を理解し、その答えを論理的に導き出すもの
です。その手ほどきを、アメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイ（1899-1961）の短編テクストを用いて行ってい
きます。
第12～14回（国語国文学：奥野久美子准教授）「文学作品の成り立ち―草稿と定稿」近代文学作品を素材に、
作品の成立過程の分析方法を学ぶ。
1. 漢字の音韻 ー声母ー
2. 漢字の音韻 ー韻母ー
3. 字形と字音
4. 日本の漢字音1
5. 日本の漢字音2
6. 漢字と仮名
7. "A Day's Wait"を読む
8. "The Sea Change"を読む
9. "Hills Like White Elephants"を読む
10. "A Single Enquiry"を読む
11. "The Light of the World"を読む
12. 志賀直哉「剃刀」精読
13.「剃刀」草稿分析
14.「剃刀」草稿から定稿へ
●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」とも国語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」で奥野久美子准教授（国語国文学）にレポートを提出する者は、「言語文化概論Ⅰ」において、
奥野久美子准教授（国語国文学）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。
●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

授業コード

言語文化概論Ⅱ

単位数

Introduction to Language and Culture Studies Ⅱ
授業形態

講義

L230040010

2単位

担当教員名

髙井 絹子／長谷川 健一 ／信國 萌／福島 祥行／白田 由樹／原野
葉子／奥野 久美子

●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ドイツ語圏言語文化領域：髙井絹子教授、長谷川健一准教授、
信國萌講師）各2回ずつ、担当者の専門領域であるドイツ語圏文学、ドイツ語圏文化、ドイツ語学についての導
入的な講義を行う。
第7～11回（ドイツ語フランス語圏言語文化学フランス語圏言語文化領域：福島祥行教授、白田由樹教授、原
野葉子准教授）各1～2回ずつ、担当者の専門領域であるフランス語学、フランス語圏文化、フランス語圏文学
についての導入的な講義を行う。
第12回～第14回（国語国文学：奥野久美子准教授）「国文学研究とは」近代文学作品を素材に、国文学研究
の意義と方法を学ぶ。
第１回 オリエンテーション、ドイツ語圏文学とは（髙井）
第２回 戦後ドイツ語圏における想起の文学（髙井）
第３回 レッシングとドイツ啓蒙主義 （長谷川）
第４回 ゲーテとシュトゥルム・ウント・ドラング （長谷川）
第５回 ドイツ語の仕組み（信國）
第６回 ドイツ語とほかの言語を比べてみよう（信國）
第７回 フランス語とフランス語圏の歴史と社会（福島）
第８回 なぜ言語と言語学習を研究するのか（福島）
第９回 19世紀末のフランス文化とジャポニスム（白田）
第10回 モダニズムの冒険①：ダダの思想と芸術（原野）
第11回 モダニズムの冒険②：シュルレアリスムの思想と芸術（原野）
第12回 国文学研究とは―関東大震災と芥川龍之介・菊池寛―
第13回 芥川龍之介と恒藤恭―「羅生門」の背景―
第14回 文学作品の本文をめぐって―「羅生門」を素材に―
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（今年度は国語国文学コース）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能。「言語文化概論Ⅰ」「言語文化概論Ⅱ」とも国語国文学のテーマ
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」で奥野久美子准教授（国語国文学）にレポー
トを提出する者は、「言語文化概論Ⅰ」において、奥野久美子准教授（国語国文学）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.

LEGEN1101

授業コード

文化構想学概論Ⅰ

単位数

Introduction to Cultural Management Ⅰ
授業形態

講義

L240010010

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／天野 景太／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。文化構想学という新しい研究領域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 「表現」とはそもそも何か：増田
第７回 文化・芸術・表現・研究・その他について：増田
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
第１５回 まとめ
●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％）とコミュニケ－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.

LEGEN1102

文化構想学概論Ⅱ

L240020010

授業コード

単位数

Introduction to Cultural Management Ⅱ
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／増田 聡／菅
原 真弓／野末 紀之／天野 景太／高島 葉子／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。文化構想学という新しい研究領域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ポップについて：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 口承の物語と書承の物語―声の語りと文字の語り：高島
第１４回 異化、その効果と限界：野末
第１５回 まとめ
●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％）とコミュニケー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.

文化構想学基礎演習Ⅰ a

LEGEN1201

授業コード

L240030010
単位数

Basic Seminar in Cultural Management Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

野末 紀之

2単位

●科目の主題
文化構想学科の学生が、現代のさまざまな文化現象や表現のもつ意味を理解し、分析するさいに必要な基本的観点や
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

第1回：イントロダクション
第2回：都市、展示、消費①
第3回：都市、展示、消費②
第4回：情報と社会①
第5回：情報と社会②
第6回：文化と権力①
第7回：文化と権力②
第8回：映像文化①
第9回：映像文化②
第10回：ファッション
第11回：観光
第12回：愛と性
第13回：複製技術と芸術①
第14回：複製技術と芸術②
第15回：試験
●事前・事後学習の内容
事前に1時間半の予習（内容理解、疑問点の考察）、事後に1時間の復習（問題点の整理と考察）。発表者は、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、参考文献のうち少なくとも1つは読んで、コメン
トすること。
●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
知らないことは積極的に調べたり、見聞きしたりすること。
●参考文献・教材
井上俊『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。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.

文化構想学基礎演習Ⅰ b

LEGEN1201

授業コード

L240030020
単位数

Basic Seminar in Cultural Management Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

松浦 恆雄

2単位

●科目の主題
本科目は、文化構想学専攻の２回生を主要な対象とする科目である。
本科目の主題は、上記学生が、ある対象とするテキストを読み、理解し、批評するための基礎的な読解力を培うこと
にある。
●到達目標
文化構想学専攻の２回生が、ある対象とするテキストを出来る限り正確に読み、テキストの文脈に配慮しつつ適切に
理解し、自身の立場から批判的に考える能力を身につけるようになることを目標とする。
●授業内容・授業計画

【授業内容】今年のテキストは、今橋映子『フォト・リテラシー』（中公新書、2008年）。各章ごとに受講生から担
当者を決め、担当者に各章の内容のまとめと内容に対する批評を報告してもらい、その報告とテキストに対する
議論を行う。報告の仕方については、ガイダンスにて指示する。その他のテキストも、ガイダンスにて指示する。
【授業計画】
第一回：ガイダンス。
第二回：第一章の検討。
第三回：第二、三章の検討。
第四回：第四章の検討。
第五回：第五章の検討。
第六回：第六章の検討。
第七回：第七章の検討。
第八回：第八章の検討。
第九回：第九章の検討。
第十回：その他のテキストの検討（１）。
第十一回：その他のテキストの検討（２）。
第十二回：その他のテキストの検討（３）。
第十三回：その他のテキストの検討（４）。
第十四回：まとめ。
●事前・事後学習の内容
報告者以外の受講生も、授業時に取り扱うテキストの当該箇所についてのまとめを作成して授業に臨むこと。
●評価方法
平常点（出席30％、報告＋議論70％）。
●受講生へのコメント
ガイダンス時に紹介する参考文献になどに積極的にあたって授業に臨むことが望ましい。
●参考文献・教材
今橋映子『フォト・リテラシー』中公新書、2008年。
入手困難なので、適宜、コピーを用意する。古書などで入手可能な場合は、入手を勧める。

授業科目名

科目NO.

文化構想学基礎演習Ⅱ a

LEGEN1202

授業コード

L240040010
単位数

Basic Seminar in Cultural Management Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

沼田 里衣

2単位

●科目の主題
本講義は、文化構想学科の研究領域、研究テーマなどについて、演習形式の授業をもとに理解を深めていく。本講義
は、文化構想学基礎演習Ⅰとあわせて、文献読解、資料収集、プレゼンテーションなど、文化構想学科諸領域に共通し
て求められる基礎的研究能力の修得を第一の目標とする。なお基礎演習Ⅱについては主として英語文献の講読をおこな
う。
●到達目標
文化構想学科での研究に求められる基礎的な研究手法を自らもちいることができる。
●授業内容・授業計画

第1回：オリエンテーション
第2回：文献講読、受講生による発表と討論
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：受講生による研究発表
第14回：同上
第15回：同上
●事前・事後学習の内容
毎回の課題文献を読んでおくこと。
●評価方法
到達目標への達成度をもとに評価する。評価は、期末の研究発表（60％）と文献講読にさいしての討論への参加度合
いなど（40％） によっておこなう。合格のための最低基準として、文化構想学科での研究に求められる基礎的な研究
手法をもとに、自ら設定した課題について研究発表ができることを求める。
●受講生へのコメント
とくになし。
●参考文献・教材
授業中に課題文献を指示する。

授業科目名

科目NO.

文化構想学基礎演習Ⅱ b

LEGEN1202

授業コード

L240040020
単位数

Basic Seminar in Cultural Management Ⅱ
授業形態

担当教員名

演習

高島 葉子

2単位

●科目の主題
本講義は、文化構想学科の研究領域、研究テーマなどについて、演習形式の授業をもとに理解を深めていく。本講義
は、文化構想学基礎演習Ａとあわせて、文献読解、資料収集、プレゼンテーションなど、文化構想学科諸領域に共通し
て求められる基礎的研究能力の修得を第一の目標とする。なお基礎演習Ｂについては主として英語文献の講読をおこな
う。
●到達目標
文化構想学科での研究に求められる基礎的な文献（日本語、英語）を読解し、内容を正確に理解し、要点を分かりや
すく報告することができるようになる。また、関連資料を収集し、自らの関心に基づいて報告することを通して、プレ
ゼンテーションのスキルを身に着ける。
●授業内容・授業計画

第1回：オリエンテーション
第2回：文献講読、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：受講生による研究発表
第14回：同上
第15回：同上
毎回の課題文献を読んでおくこと。
●事前・事後学習の内容
授業前は課題文献を読んで要点を把握しておき、授業後は講読箇所の復習を行う。
●評価方法
到達目標への達成度をもとに評価する。評価は、期末の研究発表（60％）と文献講読にさいしての討論への参加度合
いなど（40％） によっておこなう。
●受講生へのコメント
毎回予習を行った上で受講すること。
●参考文献・教材
授業中に課題文献を指示し、英語文献のプリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (哲学)

L200020010
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

担当教員名

演習

仲原 孝／高梨 友宏／土屋 貴志／佐金 武

2単位

●科目の主題
論文は、4年間にわたる学修の成果である。卒業論文の執筆は、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒業論文演習
2」（後期）によって指導を受けながら進める。
前期の「卒業論文演習1」では、1年次から 3年次までの学修に基づいて卒業論文の執筆計画を立てる。そして、卒業
論文構想発表会・卒業論文中間発表会といった機会を通じて、卒業論文に必要な知識・技能を身につける。
●到達目標
(1) 卒業論文執筆計画を立て実施する
(2) 卒業論文の構想を立てる
(3) 卒業論文の章立てを考える
(4) 学術文献の検察・引用の作法や、注の在り方を身につける
(5) 一次資料の学術的な利用方法を身につける
(6) 卒業論文研究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

第1回 オリエンテーション
卒業論文とは何か（確認）
哲学研究の方法論（確認）
卒論研究・執筆計画について
卒業論文の評価基準について
第2～5回 卒業論文構想発表会（連続 4コマ）
テーマに関する問題意識の整理
現時点で構想している結論
研究方法の目処
同学年他学年の学生、複数の教員との質疑応答から学ぶ
第6回 学術文献の探索的検索と収束的検索
第7回 文献一覧と出典表示方法
注の意味と注の表記方法
直接引用と要約引用
第8回 「先行研究の整理」の意義と方法
一次資料の考え方と扱い方
第9回 卒業論文の章立て
第10回 引用と剽窃の違い
一次資料の整理と保管の在り方
卒業論文中間発表会に向けて
第11～14回 卒業論文中間発表会 （連続 4コマ）
問題意識の提示
論証しようとしていること（仮の結論）

論証のための方法とその目処
章立て
これからの課題
第15回 卒業論文中間発表会のふりかえり
●事前・事後学習の内容
第1回 卒業論文計画を立てて提出する。卒業論文構想発表会の準備を行い、レジュメを作成する。
第2～5回 卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第6回 自分のテーマに関わる学術論文を探索的に検索し、文献一覧を作成する。 具体化した部分については、収
束的検索により、文献一覧を充実させる。
第7回 モデルとなる文献一覧の整理方法に従い、自分の卒業論文に必要な文献一覧を整備する。
第8回 自分の卒業論文に必要な「先行研究の整理」を行う。
第9回 卒業論文の章立てを考える
第10回 卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第11～14回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
第15回 7月以降の卒業論文執筆計画を立てる。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題をどの程度果た
したかにより評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は 4年間の学士課程の集大成である。広義の哲学（哲学史・宗教学・倫理学・美学などを含む）の研究方法
と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や
機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほし
い。
「卒業論文演習1」での演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

L200020020

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (日本史)

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

担当教員名

演習

仁木 宏／岸本 直文／佐賀 朝／齊藤 紘子／磐下 徹

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
前期の「卒業論文演習1」では、1年次から3年次までの学修に基づき、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文に必要な
知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する
（2）卒業論文の構想を立てる
（3）卒業論文の章立てを考える
（4）学術文献検察、引用の作法、注の在り方を身につける
（5）一次資料の学術的な整理の方法を身につける
（6）卒業論文研究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

第１回 オリエンテーション；卒論研究・執筆計画について
第２～５回 卒業論文構想発表会（連続4コマ）；テーマに関する問題意識の整理。予想される（期待している）
結論。研究方法の目処
第６回 学術文献の探索的検索と収束的検索
第７回 文献一覧と出典表示方法。注の意味と注の表記方法。直接引用と要約引用
第８回 「先行研究の整理」の意義と方法。一次資料の考え方と扱い方
第９回 卒業論文の章立て
第１０回 引用と剽窃の違い。一次資料の整理と保管の在り方
第１１～１４回 卒業論文中間発表会―章立ての仮決定のために―（連続4コマ）：問題意識の提示。論証しよう
としていること（仮の結論）。論証のための方法とその目処。章立て。これからの課題
●事前・事後学習の内容
授業の前後に自習する。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文にとりかかる最初の課程である。就職活動や大学院入試の準備に忙殺されるであろうが、卒論準備も確実に
進めてほしい。
●参考文献・教材
適宜、指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (世界史)

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

演習

L200020030

2単位

担当教員名

平田 茂樹／上野 雅由樹／渡辺 健哉
／北村 昌史／草生 久嗣／向井 伸哉

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
前期の「卒業論文演習1」では、1年次から3年次までの学修に基づき、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文構想発
表会、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に
付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する
（2）卒業論文の構想を立てる
（3）卒業論文の章立てを考える
（4）学術文献検察、引用の作法、注の在り方を身につける
（5）一次資料の学術的な整理の方法を身につける
（6）卒業論文研究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

第1回オリエンテーション
卒業論文とは何か（確認）
世界史学の方法論（確認）
卒論研究・執筆計画について
卒業論文の評価規準・基準について
第２回卒業論文構想発表会（連続4コマ）
テーマに関する問題意識の整理
予想される（期待している）結論
研究方法の目処
同学年他学年の学生、複数の教員との質疑応答から学ぶ
第３回～第６回学術文献の探索的検索と収束的検索
第７回文献一覧と出典表示方法
注の意味と注の表記方法
直接引用と要約引用
第８回「先行研究の整理」の意義と方法
一次資料の考え方と扱い方
第９回卒業論文の章立て
第１０回引用と剽窃の違い
一次資料の整理と保管の在り方
卒業論文中間発表会に向けて
第１１回卒業論文中間発表会
―章立ての仮決定のために―（連続4コマ）
問題意識の提示

論証しようとしていること（仮の結論）
論証のための方法とその目処
章立て
これからの課題
第１２回～第１５回卒業論文中間発表会のふりかえり
●事前・事後学習の内容
第１回 卒業論文計画を立てて提出する
卒業論文構想発表会の準備を行い、レジュメを作成する。
第２回～５回 卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第６回 自分のテーマに関わる学術論文を探索的に検索し、文献一覧を作成する。
具体化した部分については、収束的検索により、文献一覧を充実させる。
第７回 モデルとなる文献一覧の整理方法に従い、自分の卒業論文に必要な文献一覧を整備する。
第８回 自分の卒業論文に必要な「先行研究の整理」を行ってみる。
第９回 卒業論文の章立てを考える
第１０回 卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第１１回～１４回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
第１５回 7月以降の卒業論文執筆計画を立てる。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（世界史、日本史）の研
究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの
文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深め
てほしい。
「卒業論文演習1」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、
学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
指定しない

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

卒業論文演習Ⅰ (社会学)

授業コード

L200020040
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ

2単位

授業形態

担当教員名

演習

伊地知 紀子／石田 佐恵子／川野 英二／笹島 秀晃／平山 亮

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。 前期の「卒業論文演習1」では、1年次から3年次までの学修に基づ
き、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文構想発表会、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文
に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する （2）卒業論文の構想を立てる （3）卒業論文の章立てを考える （4）学術文
献検察、引用の作法、注の在り方を身につける （5）一次資料の学術的な整理の方法を身につける （6）卒業論文研
究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

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 受講生による報告と討議(主題と問題意識)
第3回 受講生による報告と討議(主題と問題意識)
第4回 受講生による報告と討議(主題と問題意識)
第5回 受講生による報告と討議(主題と問題意識)
第6回 受講生による報告と討議(主題と問題意識)
第7回 受講生による報告と討議(主題と問題意識)
第8回 受講生による報告と討議(調査や資料収集の設計)
第9回 受講生による報告と討議(調査や資料収集の設計)
第10回 受講生による報告と討議(調査や資料収集の設計)
第11回 受講生による報告と討議(調査や資料収集の設計)
第12回 受講生による報告と討議（卒業論文目次構成など）
第13回 受講生による報告と討議（卒業論文目次構成など）
第14回 受講生による報告と討議（卒業論文目次構成など）
第15回 受講生による報告と討議（卒業論文目次構成など）
●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)
●受講生へのコメント
社会学コースの4回生を教員毎にクラス分けする。クラス分けは、4回生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。
●参考文献・教材
随時指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (心理学)

L200020050
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

担当教員名

演習

山 祐嗣／池上 知子／佐伯 大輔／川邉 光一

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」（前期）、
「卒業論文演習Ⅱ」（後期）の指導によって完成させる。
前期の「卒業論文演習Ⅰ」では、1年次から3年次までの学修に基づき、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文構想
発表会、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身
に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する
（2）卒業論文の構想を立てる
（3）卒業論文の章立てを考える
（4）学術文献検察、引用の作法、注の在り方を身につける
（5）実験・調査の方法を身につける
（6）卒業論文研究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

1.オリエンテーション
卒業論文とは何か
心理学の方法論
卒論研究・執筆計画について
卒業論文の評価規準・基準について
2.卒業研究計画発表（連続4コマ）
テーマに関する問題意識の整理
予想される（期待している）結論
研究方法の目処
同学年他学年の学生、複数の教員との質疑応答から学ぶ
3.～6.学術文献の探索的検索と収束的検索
7.文献一覧と出典表示方法
注の意味と注の表記方法
直接引用と要約引用
8.「先行研究の整理」の意義と方法
一次資料の考え方と扱い方
9.卒業論文の章立て
10.引用と剽窃の違い
一次資料の整理と保管の在り方
卒業論文中間発表会に向けて
11.実験・調査研究計画発表
―章立ての仮決定のために―（連続4コマ）
問題意識の提示

論証しようとしていること（仮の結論）
論証のための方法とその目処
章立て
これからの課題
12.～15.
実験・調査実施準備
●事前・事後学習の内容
受講者は、研究テーマに関連する文献や研究計画の発表、研究結果の中間報告を行うため、事前にレジメを準備する。
授業時に受けたコメントや議論の内容を次回の発表に生かすようにする。
●評価方法
実験・調査研究計画発表等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容な
どにより評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（心理学）の研究方法と
専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機
能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習Ⅰ」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組
み、学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
適宜、紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

卒業論文演習Ⅰ (教育学)

授業コード

L200020060
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

担当教員名

演習

柏木 敦／添田 晴雄／森 久佳／辻野 けんま／島田 希

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
前期の「卒業論文演習1」では、1年次から3年次までの学修に基づき、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文構想発
表会、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に
付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する
（2）卒業論文の構想を立てる
（3）卒業論文の章立てを考える
（4）学術文献検察、引用の作法、注の在り方を身につける
（5）一次資料の学術的な整理の方法を身につける
（6）卒業論文研究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

第１回：オリエンテーション
卒業論文とは何か（確認）
教育学の方法論（確認）
卒論研究・執筆計画について
卒業論文の評価規準・基準について
第２回～第５回：卒業論文構想発表会（連続4コマ）
テーマに関する問題意識の整理
予想される（期待している）結論
研究方法の目処
同学年他学年の学生、複数の教員との質疑応答から学ぶ
第６回：学術文献の探索的検索と収束的検索
第７回：論文の客観性の確保
文献一覧と出典表示方法
注の意味と注の表記方法
直接引用と要約引用
第８回：「研究」の基本事項
「先行研究の整理」の意義と方法
一次資料の考え方と扱い方
第９回：卒業論文の章立て
第10回：研究上の「倫理」事項
引用と剽窃の違い
一次資料の整理と保管の在り方
卒業論文中間発表会に向けて

第11回～14回：卒業論文中間発表会―章立ての仮決定のために―（連続4コマ）
問題意識の提示
論証しようとしていること（仮の結論）
論証のための方法とその目処
章立て
これからの課題
●事前・事後学習の内容
事前学習
第１回：卒業論文計画を立てて提出する。
第２回～第５回：構想発表に向け、論文の内容やプレゼンテーションスタイルを検討する。
第６回：自分のテーマに関わる学術論文を探索的に検索し、文献一覧を作成する。
第７回：モデルとなる文献一覧の整理方法に従い、自分の卒業論文に必要な文献一覧を整備する。
第８回：自分の卒業論文に必要な「先行研究の整理」を行ってみる。
第９回：卒業論文の章立てを考える。
第10回：卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第11回～14回：卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
事後学習
第１回：卒業論文構想発表会の準備を行い、レジュメを作成する。
第２回～第５回：卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第６回：具体化した部分について、収束的検索により、文献一覧を充実させる。
第７回：モデルとする先行研究や学術論文を参考に、注記方法や引用スタイルなどを検討しておく。
第８回：アドバイスに基づいて、先行研究の整理方法を再検討する。
第９回：様々な先行研究や研究論文を参考にしながら、章立てを吟味する。
第10回：レジュメ、プレゼンテーションの内容やスタイルについて、複数の教員、大学院生にアドバイスを求めてお
く。
第11回～14回：卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した教育学の研究方法と専門知識を
踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、
複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習1」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、
学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

卒業論文演習Ⅰ (地理学)

LXGEN4402

L200020070

授業コード

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ

2単位

授業形態

担当教員名

演習

大場 茂明／水内 俊雄／山﨑 孝史／祖田 亮次／木村 義成

●科目の主題
地理学の分野における卒業論文
●到達目標
地理学の分野における卒業論文の作成に向け、研究計画を作成し、必要な調査を実施することができる。
●授業内容・授業計画

地理学の分野における卒業論文の執筆に向け、担当教員の指導のもと準備を行う。
●事前・事後学習の内容
事前学習:地理学の分野における卒業論文の準備
事後学習:卒論合同演習における進捗状況の報告
●評価方法
地理学の分野における卒業論文の準備状況を評価の対象とする
●受講生へのコメント
卒業に必要なすべての単位を修得し、前後期の演習を通じて担当教員から十分な指導を受けること
●参考文献・教材
教科書は使用しないが、参考文献等については担当教員を通じて適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (国語国文学)
Supervision of Graduation ThesisⅠ

L200020080
単位数

2単位

授業形態

担当教員名

演習

丹羽 哲也／小林 直樹／久堀 裕朗／奥野 久美子／山本 真由子

●科目の主題
卒業論文完成に向けて研究を進める。
●到達目標
研究テーマに関する資料を収集し、作品やデータを読み込んで行きながら、卒業論文の具体的な構想を練る。
●授業内容・授業計画

各自のテーマに応じた指導教員の指導を受けながら、作業を進めていく。
●事前・事後学習の内容
各自の研究が大部分を占め、その成果をもとに教員と相談する。
●評価方法
平常の準備の進捗ぶりと卒業論文中間発表会における発表の出来具合による。
●受講生へのコメント
研究に行き悩んだ時に、いかに研究対象と格闘するか、そこが問われる。
●参考文献・教材
各指導教員が助言もするが、自分で先行研究や資料を見つけるのが基本である。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (中文)

L200020090
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

担当教員名

演習

張 新民／大岩本 幸次／高橋 未来

2単位

●科目の主題
卒業論文作成に至る研究の指導。
●到達目標
中国語・中国文学・中国文化学に関する諸テーマを専門的に研究するために必要な知識や研究方法を身につけること
を目標とする。また学術論文やレポートの書き方等も具体的に指導する。
●授業内容・授業計画

卒業論文の研究課題を取り扱うために必要な基礎的知識、研究方法の修得に努めさせる。同時に、関連する
資料の調査、収集にも当たらせる。学生の研究課題に応じて、その分野の先行研究、関連書物の読解を行わ
せ、課題にかかわる問題点を整理、把握させる。またそれと並行して、主要なテクストの講読を行い、問題点に
関する理解を深化させる。学生はその研究テーマに応じて、研究指導の教員の指導を受けるものとする。
（張

新民） 中国文化学分野の課題に関して研究指導を行う。

（大岩本幸次） 中国語学分野の課題に関して研究指導を行う。
（高橋 未来）中国文学分野の課題に関して研究指導を行う。
●事前・事後学習の内容
毎回、前回の指導内容を踏まえ、卒業論文執筆のための報告内容をしっかり用意すること。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野の研究方法と専門知識
を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用
し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
●参考文献・教材
適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

L200020100

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (英文)

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

2単位

担当教員名

田中 孝信／豊田 純一／Ian M RICHARDS／古賀 哲男

演習

／内丸 公平

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」（前期）、
「卒業論文演習Ⅱ」（後期）の指導によって完成させる。
前期の「卒業論文演習Ⅰ」では、1年次から3年次までの学修に基づき、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文構想
発表会、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身
に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する。
（2）卒業論文の構想を立てる。
（3）卒業論文の章立てを考える。
（4）学術文献検察、引用の作法、注の在り方を身につける。
（5）一次資料の学術的な整理の方法を身につける。
（6）卒業論文研究に関わる研究倫理について考える。
●授業内容・授業計画

第1回

オリエンテーション 卒業論文とは何か（確認） 英語英米文学の方法論（確認） 卒論研究・執筆計

画について 卒業論文の評価規準・基準について
第2回

卒業論文構想発表会（連続4コマ）

第3回

テーマに関する問題意識の整理

第4回

予想される（期待している）結論

第5回

研究方法の目処

第6回

同学年他学年の学生、複数の教員との質疑応答から学ぶ

第7回

学術文献の探索的検索と収束的検索

第8回

文献一覧と出典表示方法 注の意味と注の表記方法 直接引用と要約引用

第9回

卒業論文の章立て

第10回 引用と剽窃の違い 一次資料の整理と保管の在り方 卒業論文中間発表会に向けて
第11回 卒業論文中間発表会 ―章立ての仮決定のために―（連続4コマ）
第12回

問題意識の提示

第13回

論証しようとしていること（仮の結論）

第14回

論証のための方法とその目処 章立て これからの課題

第15回 卒業論文中間発表会のふりかえり
●事前・事後学習の内容
第1回
卒業論文計画を立てて提出する。卒業論文構想発表会の準備を行い、レジュメを作成する。
第2回
卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第3回
卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第4回
卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第5回
卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第6回
自分のテーマに関わる学術論文を探索的に検索し、文献一覧を作成する。具体化した部分については、収束
的検索により、文献一覧を充実させる。
第7回
モデルとなる文献一覧の整理方法に従い、自分の卒業論文に必要な文献一覧を整備する。
第8回
自分の卒業論文に必要な「先行研究の整理」をおこなってみる。
第9回
卒業論文の章立てを考える。

第10回 卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第11回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
第12回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
第13回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
第14回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
第15回 7月以降の卒業論文執筆計画を立てる。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などにより
評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野の研究方法と専門知識
を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用
し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習Ⅰ」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組
み、学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
教科書：特に指定しない。。
参考文献：特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (独仏)

L200020110
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

演習

2単位

担当教員名

髙井 絹子／長谷川 健一／信國 萌／
福島 祥行／白田 由樹／原野 葉子

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」（前期）、
「卒業論文演習Ⅱ」（後期）の指導によって完成させる。前期の「卒業論文演習Ⅰ」では、1年次から3年次までの学修
に基づき、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文構想発表会、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業
論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する
（2）卒業論文の構想を立てる
（3）卒業論文の章立てを考える
（4）学術文献検察、引用の作法、注の在り方を身につける
（5）一次資料の学術的な整理の方法を身につける
（6）卒業論文研究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

第1回オリエンテーション
卒業論文とは何か（確認）
ドイツ語フランス語圏言語文化学の方法論（確認）
卒論研究・執筆計画について
卒業論文の評価規準・基準について卒業論文計画を立てて提出する
卒業論文構想発表会の準備を行い、レジュメを作成する。
第2回卒業論文構想発表会（連続4コマ）
テーマに関する問題意識の整理
予想される（期待している）結論
研究方法の目処
同学年他学年の学生、複数の教員との質疑応答から学ぶ卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒
業論構想を練り直す。
第3回第4回第5回第6回学術文献の探索的検索と収束的検索自分のテーマに関わる学術論文を探索的に
検索し、文献一覧を作成する。
具体化した部分については、収束的検索により、文献一覧を充実させる。
第7回文献一覧と出典表示方法
注の意味と注の表記方法
直接引用と要約引用モデルとなる文献一覧の整理方法に従い、自分の卒業論文に必要な文献一覧を整備
する。
第8回「先行研究の整理」の意義と方法
一次資料の考え方と扱い方自分の卒業論文に必要な「先行研究の整理」を行ってみる。
第9回卒業論文の章立て卒業論文の章立てを考える
第10回引用と剽窃の違い
一次資料の整理と保管の在り方

卒業論文中間発表会に向けて卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第11回卒業論文中間発表会
―章立ての仮決定のために―（連続4コマ）
問題意識の提示
論証しようとしていること（仮の結論）
論証のための方法とその目処
章立て
これからの課題卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
第12回第13回第14回第15回卒業論文中間発表会のふりかえり7月以降の卒業論文執筆計画を立てる。
●事前・事後学習の内容
各回研究テーマについて考察を加える。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。ドイツ語フランス語圏言語文化学コースの研究方法と専門知識を踏ま
え、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、複
数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。「卒業論文演
習Ⅰ」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、学士課程を集
大成させてほしい。
●参考文献・教材
とくに指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (言語)

L200020120
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

担当教員名

演習

田中 一彦／井狩 幸男／山崎 雅人／辻 香代

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」（前期）、
「卒業論文演習Ⅱ」（後期）の指導によって完成させる。
前期の「卒業論文演習Ⅰ」では、1年次から3年次までの学修に基づき、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文構想発
表会、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に
付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する
（2）卒業論文の構想を立てる
（3）卒業論文の章立てを考える
（4）学術文献検察、引用の作法、注の在り方を身につける
（5）一次資料の学術的な整理の方法を身につける
（6）卒業論文研究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

第1回 オリエンテーション
卒業論文とは何か、言語学の方法論、卒論研究・執筆計画について、卒業論文の評価規準・基準につ
いて
第2回から第10回 卒論構想発表会
第11回から第14回 卒論中間発表会
第15回 卒論中間発表の総括
●事前・事後学習の内容
・卒業論文計画を立てて提出する。
・卒業論文構想発表会の準備を行い、レジュメを作成する。
・卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
・自分のテーマに関わる学術論文を探索的に検索し、文献一覧を作成する。
・自分の卒業論文に必要な「先行研究の整理」を行ってみる。
・卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
・卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
・8月以降の卒業論文執筆計画を立てる。
●評価方法
卒業論文構想発表会、中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の
内容などにより評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。言語学の研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした
論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と
頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習1」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、
学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
授業中に指示をする。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4402

L200020130

授業コード

卒業論文演習Ⅰ (表現文化)

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅠ
授業形態

担当教員名

演習

高島 葉子／小田中 章浩／野末 紀之／海老根 剛

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
前期の「卒業論文演習1」では、1年次から3年次までの学修に基づき、卒業論文の執筆計画を立て、卒業論文構想発
表会、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に
付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文執筆計画を立て実施する
（2）卒業論文の構想を立てる
（3）卒業論文の章立てを考える
（4）学術文献検察、引用の作法、注の在り方を身につける
（5）一次資料の学術的な整理の方法を身につける
（6）卒業論文研究に関わる研究倫理について考える
●授業内容・授業計画

第１回 オリエンテーション
卒業論文とは何か（確認）、表現文化学の方法論（確認）、卒論研究・執筆計画について
卒業論文の評価規準・基準について
第２回～第5回 卒業論文構想発表会（連続4コマ）
テーマに関する問題意識の整理、予想される（期待している）結論、研究方法の目処、同学年他学年
の学生、複数の教員との質疑応答から学ぶ
第６回 学術文献の探索的検索と収束的検索
第７回 文献一覧と出典表示方法、注の意味と注の表記方法、直接引用と要約引用
第８回 「先行研究の整理」の意義と方法、一次資料の考え方と扱い方
第９回 卒業論文の章立て
第10回 引用と剽窃の違い、一次資料の整理と保管の在り方、卒業論文中間発表会に向けて
第11回～第13回 卒業論文中間発表会―章立ての仮決定のために―（連続4コマ）
問題意識の提示、論証しようとしていること（仮の結論）、論証のための方法とその目処、章立て、これか
らの課題
第14回 卒業論文中間発表会のふりかえり
●事前・事後学習の内容
第１回 卒業論文計画を立てて提出する。卒業論文構想発表会の準備を行い、レジュメを作成する。
第２回～第5回 卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第６回 卒業論文構想発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論構想を練り直す。
第７回 モデルとなる文献一覧の整理方法に従い、自分の卒業論文に必要な文献一覧を整備する。
第８回 自分の卒業論文に必要な「先行研究の整理」を行ってみる。
第９回 卒業論文の章立てを考える。
第10回 卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第11回～第14回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論文研究・執筆計画を練り直す。
第15回 7月以降の卒業論文執筆計画を立てる。
モデルとなる文献一覧の整理方法に従い、自分の卒業論文に必要な文献一覧を整備する。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ

り評価する。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（表現文化学、アジア文
化学、文化資源学）の研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学
術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切
磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習1」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、
学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

L200030010

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (哲学)

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

担当教員名

演習

仲原 孝／土屋 貴志／佐金 武／高梨 友宏

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果である。卒業論文の執筆は、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒業論文
演習2」（後期）によって指導を受けながら進める。
後期の「卒業論文演習2」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論文中間発表会などの機会を柱としながら、卒業
論文に必要な知識・技能を身につける。
●到達目標
(1) 卒業論文の評価規準と基準を知る
(2) 執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する
(3) 点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

第1回

卒業論文の進捗状況の報告

第2回

卒業論文の評価基準の確認

第3～6回

卒業論文中間発表会（4コマ連続）

完成に向けての執筆方針の確認
（研究方法論、課題設定、先行研究の整理、 章立て等）
完成に向けての研究・執筆計画
第7回

卒業論文中間発表会の振り返り

第8回

課題の背景を扱う部分についての点検

第9回

先行研究の整理を扱う部分について点検

第10回

主に一次資料を扱う部分についての点検

第11回

論文全体の結論に直結する部分の論理展開についての点検

第12回

具体例の吟味と抽象的な考察の往還についての点検

第13回

説得力ある文章に関する点検

第14回

典拠を示しながら論述する部分の点検。 注、文献一覧等の表記を含む。

第15回

研究倫理の側面からの卒業論文の点検

●事前・事後学習の内容
第1回 卒業論文研究進捗状況の報告レジュメ提出。
第2回 卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第3～6回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
第7回 完成までの期間の研究・執筆計画を立てる
第8回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第9回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第10回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第11回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第12回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第13回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第14回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第15回 卒業論文作成全体を通しての振り返り。振り返りのための発表の準備をする。

●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
「卒業論文演習2」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質を評価す
るのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった場合
は、「卒業論文演習2」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒業論文は 4年間の学士課程の集大成である。広義の哲学（哲学史・宗教学・倫理学・美学などを含む）の研究方
法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献
や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほ
しい。
「卒業論文演習2」での演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (日本史)

L200030020
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

担当教員名

演習

仁木 宏／岸本 直文／佐賀 朝／磐下 徹／齊藤 紘子

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
後期の「卒業論文演習2」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業
論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る
（2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する
（3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

第１回 卒業論文の進捗状況の報告
第２回 卒業論文の評価基準の確認
第３～６回

卒業論文中間発表会（4コマ連続）

完成に向けての執筆方針の確認
（研究方法論、課題設定、先行研究の整理 章立て等）
完成に向けての研究・執筆計画
第７回 卒業論文中間発表会の振り返り
第８回

課題の背景を扱う部分についての点検

第９回

先行研究の整理を扱う部分について点検

第１０回 主に一次資料を扱う部分についての点検
第１１回 論文全体の結論に直結する部分の論理展開についての点検
第１２回 具体例の吟味と抽象的な考察
第１３回

説得力ある文章に関する点検

第１４回 典拠を示しながら論述する部分の点検
●事前・事後学習の内容
授業の前後に自習する。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
「卒業論文演習2」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質が評価され
るのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった場合
は、「卒業論文演習2」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒論作成の最終段階である。まだ就職活動に従事している者もいるかもしれないが、集中してがんばってほしい。
●参考文献・教材
適宜、指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (世界史)

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

演習

L200030030

2単位

担当教員名

平田 茂樹／上野 雅由樹／渡辺 健哉／
北村 昌史／草生 久嗣／向井 伸哉

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
後期の「卒業論文演習2」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒
業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る
（2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する
（3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

第１回卒業論文の進捗状況の報告第２回卒業論文の評価基準の確認第３回～第６回卒業論文中間発表会
（4コマ連続）
完成に向けての執筆方針の確認
（研究方法論、課題設定、先行研究の整理
章立て等）
完成に向けての研究・執筆計画
卒業論文中間発表会の振り返り
第７回
第８回課題の背景を扱う部分についての点検第９回先行研究の整理を扱う部分について点検第１０回主に一
次資料を扱う部分についての点検第１１回論文全体の結論に直結する部分の論理展開についての点検第１２
回具体例の吟味と抽象的な考察の往還についての点検第１３回説得力ある文章に関する点検第１４回典拠を
示しながら論述する部分の点検
含 注、文献一覧等の表記第１５回研究倫理の側面からの卒業論文の点検
卒業論文作成全体を通しての振り返り
●事前・事後学習の内容
第１回 卒業論文研究進捗状況の報告レジュメ提出
第２回 卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第３回～第６回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
第７回 完成までの期間の研究・執筆計画を立てる
第８回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第９回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第１０回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第１１回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第１２回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第１３回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第１４回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第１５回 振り返りのための発表の準備をする。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
「卒業論文演習2」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質が評価さ
れるのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった場

合は、「卒業論文演習2」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（世界史、日本史）の研
究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの
文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深め
てほしい。
「卒業論文演習2」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、
学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
指定なし

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (社会学)

L200030040
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ

2単位

授業形態

担当教員名

演習

伊地知 紀子／石田 佐恵子／川野 英二／笹島 秀晃／平山 亮

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒業
論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。 後期の「卒業論文演習2」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論
文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるように
する。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る （2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検
する （3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

各自の問題意識にそった発表を行う。
第1回 後期のオリエンテーション
第2回 受講生による報告と討議(調査データの分析や解釈等)
第3回 受講生による報告と討議(調査データの分析や解釈等)
第4回 受講生による報告と討議(調査データの分析や解釈等)
第5回 受講生による報告と討議(調査データの分析や解釈等)
第6回 受講生による報告と討議(論文全体の記述について)
第7回 受講生による報告と討議(論文全体の記述について)
第8回 受講生による報告と討議(論文全体の記述について)
第9回 受講生による報告と討議(論文全体の記述について)
第10回 受講生による報告と討議(結論の導き方、文献リスト等体裁)
第11回 受講生による報告と討議(結論の導き方、文献リスト等体裁)
第12回 受講生による報告と討議(結論の導き方、文献リスト等体裁)
第13回 受講生による報告と討議(結論の導き方、文献リスト等体裁)
第14回 受講生による報告と討議(卒業論文の完成と提出、報告会)
第15回 卒業論文 口述試験
●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)
●受講生へのコメント
社会学コースの4回生を教員毎にクラス分けする。クラス分けは、基本的に「卒業論文演習１」と同じ。
●参考文献・教材
随時指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (心理学)

L200030050
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

担当教員名

演習

山 祐嗣／池上 知子／佐伯 大輔／川邉 光一

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」（前期）、
「卒業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
後期の「卒業論文演習Ⅱ」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論文指導会といった機会を柱としながら、卒業
論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る
（2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する
（3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

1.実験・調査の進捗状況の報告
2.卒業論文の評価基準の確認
3.実験・調査中間発表（4コマ連続）
完成に向けての執筆方針の確認
（研究方法論、課題設定、先行研究の整理
章立て等）
完成に向けての研究・執筆計画
4.～7.実験・調査中間発表の反省
8.課題の背景を扱う部分についての点検
9.先行研究の整理を扱う部分について点検
10.実験・調査結果発表
11.論文全体の結論に直結する部分の論理展開についての点検
12.具体例の吟味と抽象的な考察の往還についての点検
13.説得力ある文章に関する点検
14.典拠を示しながら論述する部分の点検
含 注、文献一覧等の表記
15.研究倫理の側面からの卒業論文の点検
卒業論文作成全体を通しての振り返り
●事前・事後学習の内容
受講者は、研究テーマに関連する文献や研究計画の発表、研究結果の中間報告を行うため、事前にレジメを準備する。
授業時に受けたコメントや議論の内容を次回の発表に生かすようにする。
●評価方法
卒業論文発表の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などにより評価
する。
「卒業論文演習Ⅱ」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質が評価
されるのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった
場合は、「卒業論文演習Ⅱ」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（心理学）の研究方法
と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や

機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほし
い。
「卒業論文演習Ⅱ」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組
み、学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
適宜、紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (教育学)

L200030060
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

担当教員名

演習

柏木 敦／添田 晴雄／森 久佳／辻野 けんま／島田 希

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
後期の「卒業論文演習2」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒
業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る
（2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する
（3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

第１回：卒業論文の進捗状況の報告
第２回：卒業論文の評価基準の確認
第３回～第６回：卒業論文中間発表会（4コマ連続）
卒業論文完成に向けての執筆方針の確認
・研究方法論
・課題設定、先行研究の整理
・章立て
・完成に向けての研究・執筆計画
第７回：卒業論文中間発表会の振り返り
第８回：課題の背景を扱う部分についての点検
第９回：先行研究の整理を扱う部分について点検
第10回：主に一次資料を扱う部分についての点検
第11回：論文全体の結論に直結する部分の論理展開についての点検
第12回：説得力ある文章に関する点検
第13回：典拠を示しながら論述する部分の点検
第14回：研究倫理の側面からの卒業論文の点検
●事前・事後学習の内容
事前学習
第１回：卒業論文研究進捗状況の報告レジュメを作成する。
第２回：卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第３回～第６回：他の報告者の議論に参加する。
第７回：完成までの期間の研究・執筆計画を立てる。
第８回：点検の対象になる部分を執筆する。
第９回：点検の対象になる部分を執筆する。
第10回：点検の対象になる部分を執筆する。
第11回：点検の対象になる部分を執筆する。
第12回：点検の対象になる部分を執筆する。
第13回：点検の対象になる部分を執筆する。
第14回：これまでの点検を総括的に振り返り、論文に反映させる。
事後学習
第１回：担当教員のアドバイスに基づき、今後の計画を立てる

第２回：担当教員、周囲のアドバイスを参考に、中間発表のレジュメを見直しておく。
第３回～第６回：卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
第７回：指導を参考に、具体的な資料収集・調査の予定を立てる。
第８回：点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第９回：点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第10回：点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第11回：点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第12回：点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第13回：点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第14回：これまでの指導、発表会での議論を振り返り、論文完成に向けて執筆する。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
「卒業論文演習2」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質が評価さ
れるのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった場
合は、「卒業論文演習2」も不可となる
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した教育学の研究方法と専門知識を
踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、
複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習2」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、
学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

L200030070

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (地理学)

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ

2単位

授業形態

担当教員名

演習

大場 茂明／水内 俊雄／山﨑 孝史／祖田 亮次／木村 義成

●科目の主題
地理学の分野における卒業論文
●到達目標
地理学の分野における卒業論文を作成し、期日までに提出することができる。
●授業内容・授業計画

地理学の分野における卒業論文の完成に向け、担当教員の指導のもと準備を行う。
●事前・事後学習の内容
事前学習:地理学の分野における卒業論文の執筆
事後学習:卒業論文進捗状況の報告
●評価方法
地理学の分野における卒業論文の執筆状況を評価の対象とする
●受講生へのコメント
卒業に必要なすべての単位を修得し、前後期の演習を通じて担当教員から十分な指導を受けること
●参考文献・教材
教科書は使用しないが、参考文献等については担当教員を通じて適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (国語国文学)
Supervision of Graduation ThesisⅡ

L200030080
単位数

2単位

授業形態

担当教員名

演習

丹羽 哲也／小林 直樹／久堀 裕朗／奥野 久美子／山本 真由子

●科目の主題
卒業論文の執筆。
●到達目標
卒業論文を完成させる。
●授業内容・授業計画

各自のテーマに応じた指導教員の指導を受けながら、作業を進め、完成させる。
●事前・事後学習の内容
各自の研究が大部分を占め、その成果をもとに教員と相談する。
●評価方法
平常の研究の進捗ぶりと卒業論文中間発表会における発表の出来具合による。
●受講生へのコメント
資料の解釈や論文の構成など、最後まで粘り強く修正し続けることが重要である。
●参考文献・教材
先行研究や資料の探索を続ける。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (中文)

L200030090
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

担当教員名

演習

張 新民／大岩本 幸次／高橋 未来

2単位

●科目の主題
卒業論文作成に至る研究の指導。
●到達目標
中国語学・中国文学・中国文化学に関して、専門的に研究する上で必須の知識や方法を身につけることを目標とする。
また学術論文やレポートの書き方等を具体的に指導する。
●授業内容・授業計画

研究指導Ⅰを受けて、収集した資料、文献の読解と整理を行わせ、主要なテクストの分析を進めさせると同時
に、研究課題に即した論述のあり方を指導し、卒業論文の完成を目指す。学生はその研究テーマに応じて、研
究指導の教員の指導を受けるものとする。
（張

新民） 中国文化学分野の課題に関して研究指導を行う。

（大岩本幸次） 中国語学分野の課題に関して研究指導を行う。
（高橋 未来）中国文学分野の課題に関して研究指導を行う。
●事前・事後学習の内容
毎回、前回の指導内容を踏まえ、卒業論文執筆のための報告内容をしっかり用意すること。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
「卒業論文演習2」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質が評価され
るのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった場合
は、「卒業論文演習2」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野の研究方法と専門知識
を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用
し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
●参考文献・教材
適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (英文)

L200030100
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

演習

2単位

担当教員名

田中 孝信／豊田 純一／古賀 哲男／Ian M RICHARDS
／内丸 公平

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」（前期）、
「卒業論文演習Ⅱ」（後期）の指導によって完成させる。
後期の「卒業論文演習Ⅱ」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、
卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る。
（2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する。
（3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる。
●授業内容・授業計画

第1回

卒業論文の進捗状況の報告

第2回

卒業論文の評価基準の確認

第3回

卒業論文中間発表会（4コマ連続）

第4回

完成に向けての執筆方針の確認

第5回

（研究方法論、課題設定、先行研究の整理章立て等）

第6回

完成に向けての研究・執筆計画

第7回

卒業論文中間発表会の振り返り

第8回

課題の背景を扱う部分についての点検

第9回

先行研究の整理を扱う部分について点検

第10回 主に一次資料を扱う部分についての点検
第11回 論文全体の結論に直結する部分の論理展開についての点検
第12回 具体例の吟味と抽象的な考察の往還についての点検
第13回 説得力ある文章に関する点検
第14回 典拠を示しながら論述する部分の点検 含 注・文献一覧等の表記
第15回 研究倫理の側面からの卒業論文の点検 卒業論文作成全体を通しての振り返り
●事前・事後学習の内容
第1回
卒業論文研究進捗状況の報告レジュメ提出。
第2回
卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第3回
卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
第4回
卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
第5回
卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
第6回
卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
第7回
完成までの期間の研究・執筆計画を立てる。
第8回
点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第9回
点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第10回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第11回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第12回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第13回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第14回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。

第15回 振り返りのための発表の準備をする。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
「卒業論文演習Ⅱ」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質が評価
されるのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった
場合は、「卒業論文演習Ⅱ」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野の研究方法と専門知識
を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用
し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習Ⅱ」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組
み、学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
教科書：特に指定しない。
参考文献：特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (独仏)

L200030110
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

演習

2単位

担当教員名

髙井 絹子／長谷川 健一／信國 萌／
福島 祥行／白田 由樹／原野 葉子

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」（前期）、
「卒業論文演習Ⅱ」（後期）の指導によって完成させる。後期の「卒業論文演習Ⅱ」では、卒業論文の仕上げに向けて、
卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付ける
ようにする。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る
（2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する
（3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

第1回 卒業論文の進捗状況の報告卒業論文研究進捗状況の報告レジュメ提出
第2回 卒業論文の評価基準の確認卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第3回 卒業論文中間発表会（4コマ連続）
完成に向けての執筆方針の確認
（研究方法論、課題設定、先行研究の整理
章立て等）
完成に向けての研究・執筆計画卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練
り直す。
第4回～第7回 卒業論文中間発表会の振り返り完成までの期間の研究・執筆計画を立てる
第8回 課題の背景を扱う部分についての点検点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正
し、補足ための研究計画を立てる。
第9回 先行研究の整理を扱う部分について点検点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修
正し、補足ための研究計画を立てる。
第10回 主に一次資料を扱う部分についての点検点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を
修正し、補足ための研究計画を立てる。
第11回 論文全体の結論に直結する部分の論理展開についての点検点検の対象になる部分を執筆する。点
検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第12回 具体例の吟味と抽象的な考察の往還についての点検点検の対象になる部分を執筆する。点検を受
けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第13回 説得力ある文章に関する点検点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足
ための研究計画を立てる。
第14回 典拠を示しながら論述する部分の点検
含 注、文献一覧等の表記点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研
究計画を立てる。第15回研究倫理の側面からの卒業論文の点検
卒業論文作成全体を通しての振り返り振り返りのための発表の準備をする。

●事前・事後学習の内容
各回卒論のテーマについて考察を行う。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。「卒業論文演習Ⅱ」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの
質が評価されるのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可
となった場合は、「卒業論文演習Ⅱ」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。ドイツ語フランス語圏言語文化学の研究方法と専門知識を踏まえ、4年
間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員
や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。「卒業論文演習Ⅱ」は
授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、学士課程を集大成させ
てほしい。
●参考文献・教材
とくに指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (言語)

L200030120
単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

担当教員名

演習

田中 一彦／井狩 幸男／山崎 雅人／辻 香代

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」（前期）、
「卒業論文演習Ⅱ」（後期）の指導によって完成させる。
後期の「卒業論文演習Ⅱ」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒
業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る
（2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する
（3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

第1回から第5回 卒論進捗状況報告
第6回から第10回 卒論中間報告発表会
第11回から第14回 卒論進捗状況報告会
第15回 研究倫理の側面からの卒業論文の点検
卒業論文作成全体を通しての振り返り
●事前・事後学習の内容
・卒業論文研究進捗状況の報告レジュメ提出
・卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
・卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
・完成までの期間の研究・執筆計画を立てる。
・点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
「卒業論文演習Ⅱ」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質が評価さ
れるのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった場
合は、「卒業論文演習Ⅱ」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。言語学の研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした
論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と
頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習Ⅱ」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、
学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
授業中に指示をする。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4403

L200030130

授業コード

卒業論文演習Ⅱ (表現文化)

単位数

Supervision of Graduation ThesisⅡ
授業形態

担当教員名

演習

高島 葉子／小田中 章浩／野末 紀之／海老根 剛

2単位

●科目の主題
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」（前期）、「卒
業論文演習2」（後期）の指導によって完成させる。
後期の「卒業論文演習2」では、卒業論文の仕上げに向けて、卒業論文中間発表会といった機会を柱としながら、卒
業論文に必要な知識、技能を卒業論文の執筆を通して身に付けるようにする。
●到達目標
（1）卒業論文の評価規準と基準を知る
（2）執筆途上において、その時点の自分の卒業論文を評価基準に準拠して点検する
（3）点検の結果を踏まえ、卒業論文計画・執筆計画を修正しながら卒業論文を完成させる
●授業内容・授業計画

第１回 卒業論文の進捗状況の報告
第２回 卒業論文の評価基準の確認
第３回～第６回 卒業論文中間発表会（4コマ連続）
完成に向けての執筆方針の確認（研究方法論、課題設定、先行研究の整理章立て等）、完成に向けての研
究・執筆計画
第７回 卒業論文中間発表会の振り返り
第８回 課題の背景を扱う部分についての点検
第９回 先行研究の整理を扱う部分について点検
第10回 主に一次資料を扱う部分についての点検
第11回 論文全体の結論に直結する部分の論理展開についての点検
第12回 具体例の吟味と抽象的な考察の往還についての点検
第13回 説得力ある文章に関する点検
第14回 典拠を示しながら論述する部分の点検、注、文献一覧等の表記
第15回 研究倫理の側面からの卒業論文の点検、卒業論文作成全体を通しての振り返り
●事前・事後学習の内容
第１回 卒業論文研究進捗状況の報告レジュメ提出
第２回 卒業論文中間発表の準備を行い、レジュメを作成する。
第３回 卒業論文中間発表会の議論を踏まえ、自分の卒業論研究・執筆計画を練り直す。
第４回 完成までの期間の研究・執筆計画を立てる
第５回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第６回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第７回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第８回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第９回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第10回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第11回 点検の対象になる部分を執筆する。点検を受けた部分を修正し、補足ための研究計画を立てる。
第12回 振り返りのための発表の準備をする。
●評価方法
卒業論文中間発表会等の発表内容、議論への貢献、および、文献一覧の作成等、各回で指定する課題の内容などによ
り評価する。
「卒業論文演習2」の評価は、「卒業論文」の評価と同時期に行われるが、後者が論文の内容そのものの質が評価され
るのに対して、前者は、論文作成過程の学修状況が評価の対象となる。ただし、仮に「卒業論文」が不可となった場合

は、「卒業論文演習2」も不可となる。
●受講生へのコメント
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（表現文化学、アジア文
化学、文化資源学）の研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学
術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切
磋琢磨して研究を深めてほしい。
「卒業論文演習2」は授業科目のひとつであるが、この科目の演習を基盤としながら、卒業論文に主体的に取り組み、
学士課程を集大成させてほしい。
●参考文献・教材
特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (哲学)

L200010010
単位数

Graduation Thesis
授業形態

担当教員名

演習

仲原 孝／高梨 友宏／土屋 貴志／佐金 武

10単位

●科目の主題
文学部では、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマポリシーで定める学修成果を学生が修めることが
できるよう、学士課程の 4年間をとおし、専門授業科目における指導のほか、コースごとの卒業論文ガイダンス、卒業
論文構想発表会、卒業論文中間発表会など、学生どうしが切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめこまかな個別指
導を行う。
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果である。卒業論文の執筆は、4年次の「卒業論文指導1」「卒業論文指導2」
の指導を受けながら薦める。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
(1) 卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
(2) （評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
1. 課題が設定されており、論証しようとしている。
2. 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。
3. 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
・図書館の機能を十分に使いこなしている。
1. OPAC や書架を利用して文献を入手している。
2. OPAC や書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手している。
3. OPAC や書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な
文献を入手している。
・多様な他者と関わりながら論文を作成している。
1. 教員の指導を受けながら論文を作成している。
2. 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。
3. 教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
1. 先行研究や参考文献を読んでいる。
2. 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。
3. 先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
1. 一次資料・データを利用している。
2. 一次資料・データを広く収集して利用している。
3. 一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
・適切に典拠を示しながら論述している。
1. 典拠を示そうとしている。
2. 適切に論拠を示している。
3. 適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察の往還ができている。
1. 具体例の吟味または抽象的な考察のどちらかができている。
2. 具体例の吟味と抽象的な考察がある。
3. 具体例の吟味と抽象的な考察を相互に結びつけながら論証している。
・論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
1. ある程度意味が通じる文章で論証している。
2. 論理展開を明確にしようとして論証している。
3. 論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
(3) （論文の体裁）卒業論文は、400 字詰原稿用紙に換算して、原則として 50 枚以上の分量がなければならない。
●授業内容・授業計画

各回の授業内容の記述は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するものとして、

「卒業論文指導1」「卒業論文指導2」のシラバスを参照すること。
●事前・事後学習の内容
「卒業論文」にそぐわないので省略する。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。2月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論文
に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。
●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習Ⅰ」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習Ⅱ」は後期の履修登
録期間中に Web 履修登録すること。
卒業論文は 4年間の学士課程の集大成である。広義の哲学（哲学史・宗教学・倫理学・美学などを含む）の研究方
法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献
や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほ
しい。
●参考文献・教材
各自が参考文献一覧を作成することになる。

授業科目名

科目NO.

卒業論文 (日本史)

LXGEN4401

授業コード

L200010020
単位数

Graduation Thesis
授業形態

担当教員名

演習

仁木 宏／岸本 直文／佐賀 朝／磐下 徹／齊藤 紘子

10単位

●科目の主題
日本史コースでは、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマポリシーで定める学修成果を学生が修める
ことができるよう、学士課程の4年間をとおし、専門授業科目における指導のほか、卒業論文中間発表会などの学生ど
うしが切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめこまかな個別指導を行う。
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」「卒業論文
演習2」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
（１）卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
・図書館の機能を十分に使いこなしている。
OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な文
献を入手している。
・教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
・適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察を相互に結びつけながら論証している。
・論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
（３）（論文の体裁）卒業論文は、400字詰原稿用紙に換算して、原則として50枚以上の分量がなければならない。
●授業内容・授業計画

卒業論文について、個別に指導する。
●事前・事後学習の内容
指導の前後に自習を求める。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。
●受講生へのコメント
卒業論文は、大学生活の集大成であることを自覚して前向きに取り組んでほしい。
●参考文献・教材
各自に適宜、示す。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (世界史)

単位数

Graduation Thesis
授業形態

演習

L200010030

10単位

担当教員名

平田 茂樹／上野 雅由樹／渡辺 健哉／
北村 昌史／草生 久嗣／向井 伸哉

●科目の主題
文学部では、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマポシシーで定める学修成果を学生が修めることが
できるよう、学士課程の4年間をとおし、専門授業科目における指導のほか、コースごとの卒業論文ガイダンス、卒業
論文構想発表会、卒業論文中間発表会など、学生どうしが切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめこまかな個別指
導を行う。
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」「卒業論文演
習2」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
（１）卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
１ 課題が設定されており、論証しようとしている。
２ 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。
３ 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
・図書館の機能を十分に使いこなしている。
１ OPACや書架を利用して文献を入手している。
２ OPACや書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手している。
３ OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な
文献を入手している。
・多様な他者と関わりながら論文を作成している。
１ 教員の指導を受けながら論文を作成している。
２ 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。
３ 教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
１ 先行研究や参考文献を読んでいる。
２ 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。
３ 先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
１ 一次資料・データを利用している。
２ 一次資料・データを広く収集して利用している。
３ 一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
・適切に典拠を示しながら論述している。
１ 典拠を示そうとしている。
２ 適切に論拠を示している。
３ 適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察の往還ができている。
●授業内容・授業計画

各回の授業内容の記述は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するものとして、
「卒業論文演習1」「卒業論文演習2」のシラバスを参照すること。
●事前・事後学習の内容
事前・事後学習の内容は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するものとして、「卒
業論文演習1」「卒業論文演習2」のシラバスを参照すること。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。

●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習1」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習2」は後期の履修登録
期間中にWeb履修登録すること。
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（世界史・日本史）の
研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センター
の文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深
めてほしい。
●参考文献・教材
指定しない

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (社会学)

L200010040
単位数

Graduation Thesis

10単位

授業形態

担当教員名

演習

伊地知 紀子／石田 佐恵子／川野 英二／笹島 秀晃／平山 亮

●科目の主題
文学部では、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマポシシーで定める学修成果を学生が修めることが
できるよう、学士課程の4年間をとおし、専門授業科目における指導のほか、コースごとの卒業論文ガイダンス、卒業
論文構想発表会、卒業論文中間発表会など、学生どうしが切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめこまかな個別指
導を行う。
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」
「卒業論文演習2」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。 （１）卒業論文は、当該学科における一定の研究
成果を示すものでなければならない。 （２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な
水準を満たさなければならない。 ・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。 １ 課題が設定
されており、論証しようとしている。 ２ 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。 ３ 明確に
課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。 ・図書館の機能を十分に使いこなしている。 １ OPACや
書架を利用して文献を入手している。 ２ OPACや書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手し
ている。 ３ OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ
必要な文献を入手している。 ・多様な他者と関わりながら論文を作成している。 １ 教員の指導を受けながら論文を
作成している。 ２ 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。 ３ 教員、学内学生のみならず、
学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。 ・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味し
ている。 １ 先行研究や参考文献を読んでいる。 ２ 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。 ３ 先行研究
や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。 ・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析してい
る。 １ 一次資料・データを利用している。 ２ 一次資料・データを広く収集して利用している。 ３ 一次資料・デ
ータを広く収集し、独自の観点から分析している。 ・適切に典拠を示しながら論述している。 １ 典拠を示そうとし
ている。 ２ 適切に論拠を示している。 ３ 適切に論拠をしめしながら論述している。 ・具体例の吟味と抽象的な
考察の往還ができている。
●授業内容・授業計画

第１回 ガイダンス
第２回 テーマについて（１）
第３回 テーマについて（２）
第４回 方法論について（１）
第５回 方法論について（２）
第６回 先行文献レビュー（１）
第７回 先行文献レビュー（２）
第８回 先行文献レビュー（３）
第９回 事例分析（１）
第１０回 事例分析（２）
第１１回 事例分析（３）
第１２回 最終報告（１）
第１３回 最終報告（２）
第１４回 最終報告（３）
第１５回 社会学の分野における卒業論文の完成と提出
●事前・事後学習の内容
事前学習:社会学の分野における卒業論文の完成と提出 事後学習:口述試験

●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。
●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習1」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習2」は後期の履修登録
期間中にWeb履修登録すること。
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（社会学、心理学、教
育学、地理学【←学科に応じて書き換えてください】）の研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした
論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と
頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい
●参考文献・教材
卒業論文の体裁（表紙・背表紙・中表紙）についての文学部の規定
卒業論文の体裁（判型・文字数・その他）についての社会学教室の規定
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/soc/thesis.html

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (心理学)

L200010050
単位数

Graduation Thesis
授業形態

担当教員名

演習

山 祐嗣／池上 知子／佐伯 大輔／川邉 光一

10単位

●科目の主題
文学部では、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマポリシーで定める学修成果を学生が修めることが
できるよう、学士課程の4年間をとおし、専門授業科目における指導のほか、心理学コースの卒業研究指導会など、学
生どうしが切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめこまかな個別指導を行う。
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」「卒業論
文演習Ⅱ」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
（１）卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
１ 課題が設定されており、論証しようとしている。
２ 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。
３ 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
・図書館の機能を十分に使いこなしている。
１ OPACや書架を利用して文献を入手している。
２ OPACや書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手している。
３ OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な
文献を入手している。
・多様な他者と関わりながら論文を作成している。
１ 教員の指導を受けながら論文を作成している。
２ 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。
３ 教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
１ 先行研究や参考文献を読んでいる。
２ 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。
３ 先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・実験・調査を行い、独自の観点から分析している。
１ 実験・調査の計画をたてている。
２ 実験・調査を行っている。
３ 実験・調査のデータを分析している。
・適切に典拠を示しながら論述している。
１ 典拠を示そうとしている。
２ 適切に論拠を示している。
３ 適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察の往還ができている。
●授業内容・授業計画

適宜、卒業論文の研究課題のために行った実験・調査のデータをまとめ、卒業論文の構成と論述の仕方な
どを具体的に指導する。そして、最終的に卒業論文を完成させる。
なお、学生は、各自の研究テーマに応じて、いずれかの教員の指導を受けるものとする。
〔池上知子教授〕 主に、社会的行動の基礎をなす認知と感情、自己と社会的アイデンティティなど、社会心
理学の分野に関する卒業論文の指導を行う。
〔山 祐嗣教授〕 主に、思考と推論、認知の文化差など、認知心理学の分野に関する卒業論文の指導を行う。
〔川邉光一准教授〕 学習・記憶などの精神機能の脳内機構、精神疾患の脳内機構など、生理心理学の分野
に関する卒業論文の指導を行う。

〔佐伯大輔准教授〕 ヒトや動物を対象とした意思決定や選択行動など、学習心理学・行動分析学の分野に関
する卒業論文の指導を行う。
●事前・事後学習の内容
受講者は、卒業論文研究のテーマに関連する文献や研究計画の発表、研究結果の報告を行い、論文の執筆を行う。授
業時に受けたコメントや議論の内容を論文に生かすようにする。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。
●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習Ⅰ」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習Ⅱ」は後
期の履修登録期間中にWeb履修登録すること。
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（心理学）の研究方法
と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や
機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほし
い。
●参考文献・教材
受講生各自必要な文献を探したり、教員が適宜紹介したりする。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (教育学)

L200010060
単位数

Graduation Thesis
授業形態

担当教員名

演習

柏木 敦／添田 晴雄／森 久佳／辻野 けんま／島田 希

10単位

●科目の主題
ディプロマポシシーで定める学修成果を学生が修めることができるよう、学士課程の4年間をとおし、専門授業科目に
おける指導のほか、コースごとの卒業論文ガイダンス、卒業論文構想発表会、卒業論文中間発表会など、学生どうしが
切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめこまかな個別指導を行う。
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」「卒業論文
演習2」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
（１）卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）
（評価基準）卒業論文は授業で取り組む各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
（３）（論文の体裁）卒業論文は、400字詰原稿用紙に換算して、原則として50枚以上の分量がなければならない。
●授業内容・授業計画

１時間目 課題設定と論証について
２時間目 各自の課題と研究方法の検討
３時間目 学術情報センターにおける文献の検索・収集
４時間目 OPAC、各種データベースを利用した文献・データの収集
５時間目 教員とのディスカッション 議論を通じた問題意識の深化
６時間目 論文構想発表会におけるプレゼンテーションとディスカッション
７時間目 外部の研究会、ワークショップへの参加
８時間目 先行研究、参考文献の吟味
９時間目 一次資料、データの収集・方法について
10時間目 収集した一次資料・データの吟味・検討
11時間目 典拠、論拠の整理
12時間目 論理構成の検討
13時間目 典拠・論拠提示の確認
14時間目 論文の考察、結論の吟味
●事前・事後学習の内容
事前学習：論文のテーマに関わる文献や資料を読み込み、担当教員への質問事項を整理しておく。
事後学習：教員の指導を、調査・執筆に反映させ、論文の内容を展開する。なお、事前・事後ともに、指導担当以外
の教員、学生、大学院生とも日常的に議論をし、アドバイスを求めるようにすること。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。
●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習1」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習2」は後
期の履修登録期間中にWeb履修登録すること。
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（社会学、心理学、教
育学、地理学【←学科に応じて書き換えてください】）の研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした
論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と
頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
●参考文献・教材
指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (地理学)

L200010070
単位数

Graduation Thesis

10単位

授業形態

担当教員名

演習

大場 茂明／水内 俊雄／山﨑 孝史／祖田 亮次／木村 義成

●科目の主題
地理学の分野における卒業論文
●到達目標
地理学の分野における卒業論文を作成し、完成することができる。
●授業内容・授業計画

地理学の分野における卒業論文を執筆、完成させ期日までに提出する。
●事前・事後学習の内容
事前学習:地理学の分野における卒業論文の作成と提出
事後学習:口述試験
●評価方法
地理学の分野における卒業論文を評価の対象とする
●受講生へのコメント
卒業に必要なすべての単位を修得し、卒業論文演習において担当教員から十分な指導を受けること
●参考文献・教材
教科書は使用しないが、参考文献等については担当教員を通じて適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

卒業論文 (国語国文学)

授業コード

L200010080
単位数

Graduation Thesis

10単位

授業形態

担当教員名

演習

丹羽 哲也／小林 直樹／久堀 裕朗／奥野 久美子／山本 真由子

●科目の主題
卒業論文の執筆。
●到達目標
卒業論文の完成。
●授業内容・授業計画

各自のテーマに応じた指導教員に相談しながら、研究の計画を立て、資料を収集し、作品やデータを読み込
み、論文の構想を練り、具体的な内容を固めていって、執筆をする。
●事前・事後学習の内容
論文の完成に必要なあらゆることをする。
●評価方法
論文内容の独創性、論理性、資料解釈の正確さ、全体的な完成度の高さなどを総合的に評価する。
●受講生へのコメント
年間を通じた持続力、執筆に到る集中力、自分の研究を客観的に見て修正していく柔軟性が問われる。
●参考文献・教材
指導教員が助言もするが、必要な資料を自力で探すことが基本である。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (中文)

L200010090
単位数

Graduation Thesis
授業形態

担当教員名

演習

張 新民／大岩本 幸次／高橋 未来

10単位

●科目の主題
中国語学・中国文学・中国文化に関わる卒業論文作成のための指導。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
(１) 卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
(２) 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
１ 課題が設定されており、論証しようとしている。
２ 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。
３ 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
(３) 図書館の機能を十分に使いこなしている。
１ OPACや書架を利用して文献を入手している。
２ OPACや書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手している。
３ OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な
文献を入手している。
・多様な他者と関わりながら論文を作成している。
１ 教員の指導を受けながら論文を作成している。
２ 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。
３ 教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
１ 先行研究や参考文献を読んでいる。
２ 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。
３ 先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
１ 一次資料・データを利用している。
２ 一次資料・データを広く収集して利用している。
３ 一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
・適切に典拠を示しながら論述している。
１ 典拠を示そうとしている。
２ 適切に論拠を示している。
３ 適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察の往還ができている。
１ 具体例の吟味または抽象的な考察のどちらかができている。
２ 具体例の吟味と抽象的な考察がある。
３ 具体例の吟味と抽象的な考察を相互に結びつけながら論証している。
・論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
１ ある程度意味が通じる文章で論証している。
２ 論理展開を明確にしようとして論証している。
３ 論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
（３）（論文の体裁）卒業論文は、400字詰原稿用紙に換算して、原則として50枚以上の分量がなければならない。
●授業内容・授業計画

「卒業論文」に連動するものとして、「卒業論文演習1」「卒業論文演習2」のシラバスを参照すること。
●事前・事後学習の内容
毎回、前回の指導内容を踏まえて、論文執筆のための報告内容をしっかり用意すること。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。

●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習1」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習2」は後期の履修登録
期間中にWeb履修登録すること。
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野の研究方法と専門知
識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活
用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
●参考文献・教材
適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

卒業論文 (英文)

授業コード

L200010100
単位数

Graduation Thesis

10単位

授業形態

担当教員名

演習

田中 孝信／豊田 純一／Ian M RICHARDS／古賀 哲男／内丸 公平

●科目の主題
文学部では、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマシーで定める学修成果を学生が修めることができ
るよう、学士課程の４年間を通し、専門授業科目における指導の他、コースごとの卒業論文ガイダンス、卒業論文構想
発表会、卒業論文中間発表会など、学生同士が切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめ細かな個別指導をおこなう。
卒業論文は、４年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、４年次の「卒業論文演習Ⅰ」「卒業
論文演習Ⅱ」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
（１）卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
１ 課題が設定されており、論証しようとしている。
２ 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。
３ 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
・図書館の機能を十分に使いこなしている。
１ OPACや書架を利用して文献を入手している。
２ OPACや書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手している。
３ OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な
文献を入手している。
・多様な他者と関わりながら論文を作成している。
１ 教員の指導を受けながら論文を作成している。
２ 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。
３ 教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
１ 先行研究や参考文献を読んでいる。
２ 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。
３ 先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
１ 一次資料・データを利用している。
２ 一次資料・データを広く収集して利用している。
３ 一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
・適切に典拠を示しながら論述している。
１ 典拠を示そうとしている。
２ 適切に論拠を示している。
３ 適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察の往還ができている。
１ 具体例の吟味または抽象的な考察のどちらかができている。
２ 具体例の吟味と抽象的な考察がある。
３ 具体例の吟味と抽象的な考察を相互に結びつけながら論証している。
・論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
１ ある程度意味が通じる文章で論証している。
２ 論理展開を明確にしようとして論証している。
３ 論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
（３）（論文の体裁）卒業論文は、400字詰原稿用紙に換算して、原則として50枚以上の分量がなければならない。
●授業内容・授業計画

※各回の授業内容の記述は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するものとし
て、「卒業論文演習1」「卒業論文演習2」のシラバスを参照すること。

●事前・事後学習の内容
※各回の事前・事後学習内容の記述は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するもの
として、「卒業論文演習1」「卒業論文演習2」のシラバスを参照すること。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。
●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習Ⅰ」は卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習Ⅱ」は後期の履修登録
期間中にWeb履修登録すること。
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（英語英米文学）の研
究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの
文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深め
てほしい。
●参考文献・教材
教科書：指定しない。
参考文献：各自が参考文献一覧を作成することになる。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (独仏)

単位数

Graduation Thesis
授業形態

演習

L200010110

10単位

担当教員名

髙井 絹子／長谷川 健一／信國 萌／
福島 祥行／白田 由樹／原野 葉子

●科目の主題
文学部では、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマポシシーで定める学修成果を学生が修めることが
できるよう、学士課程の4年間をとおし、専門授業科目における指導のほか、コースごとの卒業論文ガイダンス、卒業
論文構想発表会、卒業論文中間発表会など、学生どうしが切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめこまかな個別指
導を行う。卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」「卒
業論文演習Ⅱ」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
（１）卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
１ 課題が設定されており、論証しようとしている。
２ 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。
３ 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
・図書館の機能を十分に使いこなしている。
１ OPACや書架を利用して文献を入手している。
２ OPACや書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手している。
３ OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な
文献を入手している。
・多様な他者と関わりながら論文を作成している。
１ 教員の指導を受けながら論文を作成している。
２ 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。
３ 教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
１ 先行研究や参考文献を読んでいる。
２ 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。
３ 先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
１ 一次資料・データを利用している。
２ 一次資料・データを広く収集して利用している。
３ 一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
・適切に典拠を示しながら論述している。
１ 典拠を示そうとしている。
２ 適切に論拠を示している。
３ 適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察の往還ができている。
１ 具体例の吟味または抽象的な考察のどちらかができている。
２ 具体例の吟味と抽象的な考察がある。
３ 具体例の吟味と抽象的な考察を相互に結びつけながら論証している。
・論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
１ ある程度意味が通じる文章で論証している。
２ 論理展開を明確にしようとして論証している。
３ 論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
（３）（論文の体裁）卒業論文は、400字詰原稿用紙に換算して、原則として50枚以上の分量がなければならない。
●授業内容・授業計画

各回の授業内容の記述は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するものとして、
「卒業論文演習Ⅰ」「卒業論文演習Ⅱ」のシラバスを参照すること。
●事前・事後学習の内容

各回の事前・事後学習の内容の記述は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するもの
として、「卒業論文演習Ⅰ」「卒業論文演習Ⅱ」のシラバスを参照すること。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。
●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習Ⅰ」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習Ⅱ」は後期の履修登
録期間中にWeb履修登録すること。卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。ドイツ語フランス語圏言語文化学の
研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センター
の文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深
めてほしい。
●参考文献・教材
指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

授業コード

卒業論文 (言語)

L200010120
単位数

Graduation Thesis
授業形態

担当教員名

演習

田中 一彦／井狩 幸男／山崎 雅人／辻 香代

10単位

●科目の主題
文学部では、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマポリシーで定める学修成果を学生が修めることが
できるよう、学士課程の4年間を通し、専門授業科目における指導のほか、コースごとの卒業論文ガイダンス、卒業論
文構想発表会、卒業論文中間発表会など、学生同士が切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめ細かな個別指導を行
う。
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習Ⅰ」「卒業論文
演習Ⅱ」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
（１）卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
１ 課題が設定されており、論証しようとしている。
２ 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。
３ 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
・図書館の機能を十分に使いこなしている。
１ OPACや書架を利用して文献を入手している。
２ OPACや書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手している。
３ OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な
文献を入手している。
・多様な他者と関わりながら論文を作成している。
１ 教員の指導を受けながら論文を作成している。
２ 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。
３ 教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
１ 先行研究や参考文献を読んでいる。
２ 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。
３ 先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
１ 一次資料・データを利用している。
２ 一次資料・データを広く収集して利用している。
３ 一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
・適切に典拠を示しながら論述している。
１ 典拠を示そうとしている。
２ 適切に論拠を示している。
３ 適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察の往還ができている。
１ 具体例の吟味または抽象的な考察のどちらかができている。
２ 具体例の吟味と抽象的な考察がある。
３ 具体例の吟味と抽象的な考察を相互に結びつけながら論証している。
・論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
１ ある程度意味が通じる文章で論証している。
２ 論理展開を明確にしようとして論証している。
３ 論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
（３）（論文の体裁）卒業論文は、400字詰原稿用紙に換算して、原則として50枚以上の分量がなければならない。
●授業内容・授業計画

「卒業論文演習Ⅰ」「卒業論文演習Ⅱ」のシラバスを参照すること。
●事前・事後学習の内容
事前学習としては、自分が研究するテーマを発表できるようにまとめること。事後学習としては、発表時に受けたコ

メントや指摘を次の発表につなげるように理解すること。
●評価方法
卒業論文は、
「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」に従い、学部教授会において当該学科の教員から主査1名、
副査1名以上を審査員として選出した上で審査を行う。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接試験の結果
による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論文に関する
文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準に従う。
●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習Ⅰ」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習Ⅱ」は後期の履修登
録期間中にWeb履修登録すること。
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。言語学の研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした
論文を完成させてほしい。また、学術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と
頻繁に議論を進めながら、互いに切磋琢磨して研究を深めてほしい。
●参考文献・教材
特に指定しない。

授業科目名

科目NO.

LXGEN4401

卒業論文 (表現文化)

L200010130

授業コード

単位数

Graduation Thesis
授業形態

担当教員名

演習

高島 葉子／小田中 章浩／野末 紀之／海老根 剛

10単位

●科目の主題
文学部では、卒業論文を通しての学修を重視しており、ディプロマポシシーで定める学修成果を学生が修めることが
できるよう、学士課程の4年間をとおし、専門授業科目における指導のほか、コースごとの卒業論文ガイダンス、卒業
論文構想発表会、卒業論文中間発表会など、学生どうしが切磋琢磨できる機会を設け、あわせて、きめこまかな個別指
導を行う。
卒業論文は、4年間にわたる学修の成果であるが、実際の執筆にあたっては、4年次の「卒業論文演習1」「卒業論文演
習2」の指導によって完成させる。
●到達目標
卒業論文の審査基準は次のとおりであり、これを到達目標とする。
（１）卒業論文は、当該学科における一定の研究成果を示すものでなければならない。
（２）（評価基準）卒業論文は以下の各項目について、当該学科における十分な水準を満たさなければならない。
・明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
１ 課題が設定されており、論証しようとしている。
２ 明確に課題を設定し、研究方法を意識しながら論証している。
３ 明確に課題を設定し、適切な研究方法をもちいて論証している。
・図書館の機能を十分に使いこなしている。
１ OPACや書架を利用して文献を入手している。
２ OPACや書架を利用しつつ、学術情報データベースを活用して文献を入手している。
３ OPACや書架、学術情報データベースを利用しつつ、文献複写等の図書館サービスを駆使して、適切かつ必要な
文献を入手している。
・多様な他者と関わりながら論文を作成している。
１ 教員の指導を受けながら論文を作成している。
２ 教員のみならず、他の学生と関わりながら論文を作成している。
３ 教員、学内学生のみならず、学外を含む多様な他者と関わりながら論文を作成している。
・先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
１ 先行研究や参考文献を読んでいる。
２ 先行研究や参考文献をよく読みこなしている。
３ 先行研究や参考文献をよく読みこなし批判的に吟味している。
・一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
１ 一次資料・データを利用している。
２ 一次資料・データを広く収集して利用している。
３ 一次資料・データを広く収集し、独自の観点から分析している。
・適切に典拠を示しながら論述している。
１ 典拠を示そうとしている。
２ 適切に論拠を示している。
３ 適切に論拠をしめしながら論述している。
・具体例の吟味と抽象的な考察の往還ができている。
１ 具体例の吟味または抽象的な考察のどちらかができている。
２ 具体例の吟味と抽象的な考察がある。
３ 具体例の吟味と抽象的な考察を相互に結びつけながら論証している。
・論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
１ ある程度意味が通じる文章で論証している。
２ 論理展開を明確にしようとして論証している。
３ 論理展開を明確にし、説得力ある文章で論証している。
（３）（論文の体裁）卒業論文は、400字詰原稿用紙に換算して、原則として50枚以上の分量がなければならない。
●授業内容・授業計画

各回の授業内容の記述は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するものとして、
「卒業論文演習1」「卒業論文演習2」のシラバスを参照すること。

●事前・事後学習の内容
各回の事前・事後学習内容の記述は「卒業論文」にそぐわないので省略する。なお、「卒業論文」に連動するものと
して、「卒業論文演習1」「卒業論文演習2」のシラバスを参照すること。
●評価方法
卒業論文は、「大阪市立大学学位規程に関する文学部内規」にしたがい、学部教授会において当該学科の教員から主
査1名、副査1名以上を審査員として選出した上で審査をおこなう。審査は提出された卒業論文とその内容に関する面接
試験の結果による。２月に実施する面接試験の日時は、各コースから通知する。審査基準は、文学部が定める「卒業論
文に関する文学部ガイドライン」に示す手順と評価基準にしたがう。
●受講生へのコメント
「卒業論文」および「卒業論文演習1」は、卒業論文を提出する年度の前期に、「卒業論文演習2」は後期の履修登録
期間中にWeb履修登録すること。
卒業論文は4年間の学士課程の集大成である。履修モデルとしてのコースに対応した学問分野（表現文化学、アジア
文化学、文化資源学）の研究方法と専門知識を踏まえ、4年間の学修成果を基盤とした論文を完成させてほしい。また、
学術情報総合センターの文献や機能を活用し、複数の教員や同学年・異学年の学生と頻繁に議論を進めながら、互いに
切磋琢磨して研究を深めてほしい。
●参考文献・教材
参考文献：各自が参考文献一覧を作成することになる。

授業科目名

科目NO.

LAPHL3201

授業コード

哲学概論Ⅰ

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思考を身につけ、形而上学における基本的な諸問題を深く理解することを目標とする。
その際、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などを行い、問題を多角的に検討する。

第１回 イントロダクション
第２回 時間の経過（1）：マクタガート・パラドクス
第３回 時間の経過（2）：無時制理論
第４回 時間の経過（3）：様々な時制理論
第５回 まとめと課題の検討I
第６回 持続（1）：一時的な内在的性質の問題
第７回 持続（2）：延続説
第８回 持続（3）：耐続説
第９回 まとめと課題の検討II
第１０回 タイムトラベル（1）：タイムトラベルとは何か
第１１回 タイムトラベル（2）：タイムトラベルの論理的可能性
第１２回 タイムトラベル（3）：タイムトラベルの形而上学的（不）可能性
第１３回 まとめと課題の検討III
第１４回 レポート作成の準備
第１５回 アブストラクト発表会
●事前・事後学習の内容
ハンドアウトを利用して予習・復習をしっかり行い、様々な哲学的見解を十分に理解するとともに、自分の考えをも
つように努めること。
各テーマに関連して3つの課題を与える。これらの課題の提出が、最終レポートに取り組むための前提条件となるので
注意すること。
授業の資料等は下記よりダウンロード。
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/sakon/
●評価方法
授業内でのパフォーマンス20点、課題30点、最終レポート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。
●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: An Introduction, Continuum.
[4] E. B. Conee and T. Sider (2007), Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics, Oxford University Press.（『形而
上学レッスン』、A・コニー&T・サイダー著、小山虎訳、春秋社）

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思考を身につけ、形而上学における基本的な諸問題を深く理解することを目標とする。
その際、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などを行い、問題を多角的に検討する。

第１回 イントロダクション
第２回 性質（1）：多にわたる一の問題
第３回 性質（2）：実在論
第４回 性質（3）：唯名論
第５回 まとめと課題の検討I
第６回 束説と基体説（1）：個体の構成要素
第７回 束説と基体説（2）：性質の束説
第８回 束説と基体説（3）：基体説
第９回 まとめと課題の検討II
第１０回 傾向性（1）：反事実的条件法分析
第１１回 傾向性（2）：カテゴリー主義
第１２回 傾向性（3）：傾向性本質主義
第１３回 まとめと課題の検討III
第１４回 レポート作成の準備
第１５回 アブストラクト発表会
●事前・事後学習の内容
ハンドアウトを利用して予習・復習をしっかり行い、様々な哲学的見解を十分に理解するとともに、自分の考えをも
つように努めること。
各テーマに関連して3つの課題を与える。これらの課題の提出が、最終レポートに取り組むための前提条件となるので
注意すること。
授業の資料等は下記よりダウンロード。
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/sakon/
●評価方法
授業内でのパフォーマンス20点、課題30点、最終レポート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。
●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: An Introduction, Continuum.
[4] E. B. Conee and T. Sider (2007), Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics, Oxford University Press.（『形而
上学レッスン』、A・コニー&T・サイダー著、小山虎訳、春秋社）

授業科目名

科目NO.

LAPHL2101

授業コード

哲学史通論Ⅰ

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、1年目の今年度はタレスから
プラトンまでの古代ギリシアの哲学を扱う。
●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 なぜ哲学を学ぶのか：アクラシアという問題(1)
第3回 なぜ哲学を学ぶのか：アクラシアという問題(2)
第4回 ソクラテス以前の哲学者たち：ゼノンのパラドクスを中心に(1)
第5回 ソクラテス以前の哲学者たち：ゼノンのパラドクスを中心に(2)
第6回 ソクラテス以前の哲学者たち：ゼノンのパラドクスを中心に(3)
第7回 ソクラテス以前の哲学：ソフィストたち(1)
第8回 ソクラテス以前の哲学：ソフィストたち(2)
第9回 ソクラテスの哲学(1)
第10回 ソクラテスの哲学(2)
第11回 ソクラテスの哲学(3)
第12回 プラトンの哲学(1)
第13回 プラトンの哲学(2)
第14回 プラトンの哲学(3)
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20%、テストの成績80%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サイクルなので、昨年度の同名の講義と内容はほとんど重ならない。
●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）

授業科目名

科目NO.

LAPHL2102

授業コード

哲学史通論Ⅱ

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
イギリス経験論とカントの超越論的批判哲学の内容を概観する。
●到達目標
英国経験論の思想家、すなわち、ロック、バークリー、ヒュームの哲学を概観したのち、カントの超越論的批判哲学
（特に『純粋理性批判』の内容）の理解を目指す。
●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 導入：合理論と経験論、およびその総合としてのカントの超越論的批判哲学について
第２回 ロック（1）：生得観念の否定、観念の起源・その１（感覚、内省、単純観念）
第３回 ロック（2）：観念の起源・その２（複合観念）
第４回 ロック（3）：認識の価値と妥当性
第５回 バークリー：ロック批判、視覚と触覚、「自然の言語」としての視覚
第６回 ヒューム（1）：ロック、バークリーの経験論との異同、認識論（印象、観念、連想[観念連合]、信念、「実
体」と「自我」への批判）
第７回 ヒューム（2）：情念論・その１（直接的情念と間接的情念、間接的情念の諸相と相互関係）
第８回 ヒューム（3）：情念論・その２（自由と必然、理性と情念）、道徳論
第９回 カント（1）：超越論的批判哲学の目的とその哲学史的意義、およびその前提と方法
第１０回 カント（2）：認識論・その１（超越論的感性論）
第１１回 カント（3）：認識論・その２（純粋悟性概念）
第１２回 カント（4）：認識論・その３（図式論）
第１３回 カント（5）：認識論・その４（原則の体系）
第１４回 カント（6）：認識論・その５（弁証論、認識の限界設定）
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。今年度は後者を扱う。
●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.

LAPHL3203

哲学演習・講読Ⅰ

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 課題I
第６回 第4章の講読（4）
第７回 第4章の講読（5）
第８回 第4章の講読（6）
第９回 第4章の講読（7）
第１０回 課題II
第１１回 第4章の講読（8）
第１２回 第4章の講読（9）
第１３回 第4章の講読（10）
第１４回 第4章の講読（11）
第１５回 課題III
●事前・事後学習の内容
各回、英語のテキストを全員で読解する。予習・復習をしっかり行うこと。
全3回の小レポートを課す。課題の内容は授業において示す。それに備え、普段からノートを作っておくこと。
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
授業内でのパフォーマンスと全3回の小レポートにより評価する。
ただし、6回以上の欠席は評価の対象としない。
●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.

LAPHL3204

哲学演習・講読Ⅱ

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5章Objectivityの講読（1）
第３回 第5章の講読（2）
第４回 第5章の講読（3）
第５回 課題I
第６回 第5章の講読（4）
第７回 第5章の講読（5）
第８回 第5章の講読（6）
第９回 第5章の講読（7）
第１０回 課題II
第１１回 第5章の講読（8）
第１２回 第5章の講読（9）
第１３回 第5章の講読（10）
第１４回 第5章の講読（11）
第１５回 課題III
●事前・事後学習の内容
各回、英語のテキストを全員で読解する。予習・復習をしっかり行うこと。
全3回の小レポートを課す。課題の内容は授業において示す。それに備え、普段からノートを作っておくこと。
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
授業内でのパフォーマンスと全3回の小レポートにより評価する。
ただし、6回以上の欠席は評価の対象としない。
●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.

LAPHL3205

授業コード

哲学史演習・講読Ⅰ

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.

LAPHL3206

哲学史演習・講読Ⅱ

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.

LAPHL3207

倫理学概論Ⅰ

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

授業は主に講義テキストに関する質疑応答により進める。
内容は下記の予定であるが、必要に応じて変更する可能性もある。
１．オリエンテーション
２．倫理学とはなにか
３．「事実」と「規範」の違い①指図性
４．「事実」と「規範」の違い②「世界」の二つの扱い方
５．現実の問題と倫理学の関係
６．事例１をめぐる討論
７．事例１をめぐる討論の分析
８．規範を根拠づけるとはどういうことか①
９．規範を根拠づけるとはどういうことか②
10．究極的原理はどのようなものか①
11．究極的原理はどのようなものか②
12．どちらにすべきか決められない：葛藤
13．わかっているけどできない：無抑制
14．まとめの質疑
15．自己評価レポート執筆
●事前・事後学習の内容
事前学習として、担当者のウェブサイト（http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/class/class-index.html）で公開し
ている講義テキストの次回分を精読し、わかりにくい箇所や疑問のある箇所にしるしをつけ、授業時に配布された質問
カード（配布された日付を記入）に、授業時に発表できるよう質問を整理して記入する。質問カードは当該回の開始時
に提出する。
事後学習として、授業での質疑応答を受けて、授業後に講義テキストが修正されるので、必ず上記ウェブサイトで確
認し、熟読すること。
●評価方法
学期末の試験やレポートは行わず「平常点」で評価する。
担当教員は毎回の質問カードの記入内容に即してプラス点およびマイナス点を与え、必要に応じコメントをつけて、
当該回の次の回に返却する。
質問カードの提出回数が、初回と最終回を除いた授業回数の８割（12回×0.8＝9.6≒９枚）未満の場合は不合格である
（ただし、欠席した理由を申し出てそれが正当と認められた場合は未提出扱いにはしない）。
最終的には、質問カードの提出枚数に応じた基準点に、プラス点およびマイナス点の合計を差し引きして評点とする

（上限100点）。合計した減点が大きい場合は、質問カードを9枚以上提出していても、合格点の60点を下回ることがあ
る。すなわち、9枚以上提出しただけで合格点になるわけではない。
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、原則として評点原案と自己評価レポートの評点を平均して最終評点とするが、自己評価レポートが作成
要領に従っていない場合は評点原案から減点し最終評点とする。
●受講生へのコメント
１．初回に、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させる。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．自己評価レポートおよび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.

LAPHL3208

授業コード

倫理学概論Ⅱ

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

授業は講義テキストに関する質疑応答により進める。
内容は下記の予定であるが、必要に応じて変更する可能性もある。
１．オリエンテーション
２．現代倫理学「理論」の特長に基づく分類
３．発見の方法～決疑論
４．正当化①義務論
５．正当化②帰結主義 (1)利己主義
６．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
７．正当化②帰結主義 (2)功利主義 (b)行為功利主義と規則功利主義
８．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
９．正当化③社会契約説
10．起源の説明①共同体主義
11．起源の説明②進化論的倫理学
12．教育～徳倫理学
13．実践上の注意～ケア倫理学
14．まとめの質疑
15．自己評価レポート執筆
●事前・事後学習の内容
事前学習として、担当者のウェブサイト（http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/class/class-index.html）で公開し
ている講義テキストの次回分を精読し、わかりにくい箇所や疑問のある箇所にしるしをつけ、授業時に配布された質問
カード（配布された日付を記入）に、授業時に発表できるよう質問を整理して記入する。質問カードは当該回の開始時
に提出する。
事後学習として、授業での質疑応答を受けて、授業後に講義テキストが修正されるので、必ず上記ウェブサイトで確
認し、熟読すること。
●評価方法
学期末の試験やレポートは行わず「平常点」で評価する。
担当教員は毎回の質問カードの記入内容に即してプラス点およびマイナス点を与え、必要に応じコメントをつけて、
当該回の次の回に返却する。
質問カードの提出回数が、初回と最終回を除いた授業回数の８割（12回×0.8＝9.6≒９枚）未満の場合は不合格である
（ただし、欠席した理由を申し出てそれが正当と認められた場合は未提出扱いにはしない）。
最終的には、質問カードの提出枚数に応じた基準点に、プラス点およびマイナス点の合計を差し引きして評点とする
（上限100点）。合計した減点が大きい場合は、質問カードを9枚以上提出していても、合格点の60点を下回ることがあ
る。すなわち、9枚以上提出しただけで合格点になるわけではない。

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、原則として評点原案と自己評価レポートの評点を平均して最終評点とするが、自己評価レポートが作成
要領に従っていない場合は評点原案から減点し最終評点とする。
●受講生へのコメント
１．初回に、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させる。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．自己評価レポートおよび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。
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の講義テキス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.osakacu.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し、理解を深めること。
●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.

LAPHL3210

倫理学演習・講読Ⅱ

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し、理解を深めること。
●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.

LAPHL3211

宗教学概論Ⅰ

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、『旧約聖書』の神話について、概説および考察をおこなう。「神話」と聞くと、現代のわれわれは荒唐
無稽な空想だと思いがちだが、そこには民族の歴史に関する確実な記憶と、深い宗教的洞察とが隠されている
のだということを、講義の中で読み解いていきたい。
授業計画は以下のとおり。
第1 回本講義の全般的序論
第2 回『創世記』について。聖書文献学の役割
第3 回天地創造神話の意味
第4 回人間の優位
第5 回アダムの子孫、ノアの洪水
第6 回アブラムは実在したか
第7 回アブラムへの啓示
第8 回神と人間との契約
第9 回アブラハムの子孫(1)
第10 回アブラハムの子孫(2)
第11 回『出エジプト記』について
第12 回モーセへの啓示
第13 回エジプト脱出
第14 回過越
第15 回シナイ山での契約
●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

前期に続いて『旧約聖書』に関する宗教学的解明をおこなう。前期と連続して受講することが望ましい。
授業計画は以下のとおり。
第1 回前期講義の総括と後期講義の序論
第2 回「モーセ五書」の概要
第3 回『レビ記』について
第4 回『民数記』について
第5 回『申命記』について
第6 回「律法」とは何か
第7 回偶像崇拝の禁止
第8 回選民思想
第9 回士師たちの時代
第10 回サムソンとデリラの神話
第11 回イスラエル王国の成立
第12 回ダビデとソロモン
第13 回王国の凋落
第14 回メシア思想の意義
第15 回『ヨブ記』の思想
●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.

LAPHL3213

授業コード

宗教学演習・講読Ⅰ

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

今年はフリードリヒ・ニーチェの『悦ばしき学問』をドイツ語原書で講読する。
授業計画は以下のとおり。
第1 回 §1
第2 回 §2
第3 回 §3
第4 回 §4
第5 回 §5
第6 回 §6
第7 回 §7
第8 回 §8
第9 回 §9
第10回 §10
第11回 §11
第12回 §12
第13回 §13
第14回 §14
第15回 §15
●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、Friedrich Nietzsche: "Die Fröhliche Wissenschaft", Kritische Studienausgabe, Walter de Gruyter Verlag を使
用する（初回授業時にテキストのコピーを配布する）。

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、ニーチェの『悦ばしき学問』を、ドイツ語原語で講読する。前期と連続して受講することが
望ましい。
授業計画は以下のとおり。
第1 回 §16
第2 回 §17
第3 回 §18
第4 回 §19
第5 回 §20
第6 回 §21
第7 回 §22
第8 回 §23
第9 回 §24
第10回 §25
第11回 §26
第12回 §27
第13回 §28
第14回 §29
第15回 §30
●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、Friedrich Nietzsche: "Die Fröhliche Wissenschaft", Kritische Studienausgabe, Walter de Gruyter Verlag を使
用する（初回授業時にテキストのコピーを配布する）。

授業科目名

科目NO.

LAPHL3217

美学概論Ⅰ

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.

LAPHL3218

L211200010

授業コード

美学概論Ⅱ

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

川﨑 えり

2単位

●科目の主題
ニコラウス・クザーヌスの主要文献を取り上げながら、そこに根差す中世哲学の伝統と近世哲学の萌芽を読み解く。
●到達目標
神学的文献に携わる際に必要な基礎的知識を得ると共に、現代に通じる哲学的諸問題に展開・応用する力を養う。
●授業内容・授業計画

第1回 イントロダクション
第2回 『知ある無知について』第1部
第3回 『知ある無知について』第2部・第3部
第4回 『隠れたる神についての対話』
第5回 『光の父の贈りものについて』
第6回 『知恵に関する無学者の対話』
第7回 『信仰の平和について』
第8回 『神を観ることについて』
第9回 前半総括
第10回 『可能現実存在』
第11回 『非他なるものについて』
第12回 『知恵の狩猟について』
第13回 『神学綱要』
第14回 『観想の極致について』
第15回 後半総括
●事前・事後学習の内容
事前に当該テキストの日本語訳を通読していることが前提となる。事後はレポート執筆に向けて理解した要点や各自
提起したい問題をまとめておくこと。
●評価方法
平常点（出席、リアクションペーパー）30％
レポート(4000字程度)70％
●受講生へのコメント
単に知識、教養の一環として学ぶという姿勢よりも、自身の問題意識と関連づけてそれを深めることに重きを置く態
度を歓迎したい。
●参考文献・教材
初回授業時に邦訳のコピーを配布する。

授業科目名

科目NO.

LAPHL3220

哲学特講Ⅱ

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
ベルクソン(1859-41)の『笑い――おかしさの意味についての試論』(1900) を読む。
「動物の中で笑うものはヒトだけである」（アリストテレス）と言われるように、人間に特有なこの
〈笑い〉という現象を古来哲学者や文学者は考察し、解明しようと試みてきた。しかし、〈笑い〉
という現象はこの試みからすり抜け、逃れ去ってしまう。哲学的には小さな問題であるが、この問題に
ベルクソンはこの著作で取り組む。一般的にベルクソンは「生の哲学」の立場から「生きたものに
かぶせられた機械的なもの」に〈笑い〉の源泉を見ていると考えられている。しかし、ベルクソンの
『笑い』における試みはこうした定式におさまらないものをもっている。というのは、ベルクソンが
試みたのは、「イメージの連想についての研究、イメージの『相互的な伝染』についての研究、
おかしさの出現がイメージからイメージへ伝播していく運動についての研究」であったからだ。
こうした視点からこの著作の始めの部分を読解したい。

第１回 ベルクソン哲学と『笑い』への導入
第２回 「笑いの意味」の読解と検討（１）
第３回 「笑いの意味」の読解と検討（２）
第４回 「笑いについての三つの所見」の読解と検討（１）
第５回 「笑いについての三つの所見」の読解と検討（２）
第６回 「笑いについての三つの所見」の読解と検討（３）
第７回 「形のおかしさ」の読解と検討（１）
第８回 「形のおかしさ」の読解と検討（２）
第９回 「形のおかしさ」の読解と検討（３）
第10回 「身振りと運動のおかしさ」の読解と検討（１）
第11回 「身振りと運動のおかしさ」の読解と検討（２）
第12回 「おかしさの伝播力」の読解と検討（１）
第13回 「おかしさの伝播力」の読解と検討（２）
第14回 「おかしさの伝播力」の読解と検討（３）
●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『笑い』全体を翻訳（日本語）で読んでおくことが望ましい。
●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
H. Bergson,Le rire, PUF, 1900
( Laughter )
プリントを配布する

授業科目名

科目NO.

哲学特講Ⅲ

LAPHL3221

L211260010

授業コード

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
メタ倫理学（規範に関する分析哲学）の基本文献を原語で読み進めながら解説する。
●到達目標
メタ倫理学の主要問題について基礎的知識と展望を得るとともに、哲学を研究するために必要な英語力を身に付ける。
●授業内容・授業計画

テキストを読み進めながら解説する。
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。
１．オリエンテーション
２．第１章
３．第２章
４．第３章
５．第４章
６．第５章
７．第６章
８．第７章
９．第８章
10．第９章
11．第10章
12．第11章
13．第12章
14．第13章
15．第14章
●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。
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。全体を平板に読解するのではなく、重要な箇所を見極めて、ア
ウトラインをしっかりつかむ読み方を心がけること。そのためには、重要箇所を正確に理解し翻訳できる語学力が前提
になるので、日頃から英語力の向上に努めてほしい。
●参考文献・教材
下記の文献をテキストの候補とするが、受講者と相談の上で、これ以外のテキストを読むこともありうる。
Joseph Raz (ed.), Practical Reasoning, Oxford University Press, 1978.
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

L211270010

授業コード

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および第2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省察の内容について
第３回 講義：『デカルト的省察』第2省察の内容について
第４回 『デカルト的省察』第3省察から第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、入手可能な同書の訳書としては、上掲書の他に舟橋弘
訳中公クラシックス版があるが、諸般の事情から上掲書のみをテキストとして使用するので、注意されたい）。
独語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.

哲学特講Ⅴ

LAPHL3223

授業コード

L211280010
単位数

Special Lecture on Philosophy Ⅴ
授業形態

担当教員名

演習

仲原 孝

2単位

●科目の主題
毎年、哲学・宗教哲学の多様な個別的問題の中からひとつを選び、それについて深く探求的に考えるための手法を学
ぶ。
●到達目標
受講者各自が哲学的問題について自立的に探求す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

今年はパスカルの『パンセ』をとりあげ、それを原書で読解しながら、パスカルの宗教的・哲学的思想の源泉が
どこにあるかを受講者と共に考えてゆく。随時、受講者によるレポートの発表と討論の機会も設ける予定である。
第1回 §1-3
第2回 §4-6
第3回 §7-9
第4回 §10-12
第5回 §13-15
第6回 §16-18
第7回 §19-21
第8回 §22-24
第9回 §25-27
第10回 §28-30
第11回 §31-33
第12回 §34-36
第13回 §37-39
第14回 §40-42
第15回 総括と考察
●事前・事後学習の内容
毎回の授業までに、前回の授業の資料やノートを読み直して内容を確認し、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
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
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
Blaise Pascal: Pensée, Nabu Press 2012 を用いるが、使用する資料は印刷して授業中に配布する。

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.

LAJPH2101

日本史基礎講読Ⅰ

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文献読解について学ぶ
大学で日本史を学ぶための基礎的なスキルとしては、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、前者の養成を目的とする。
先行研究には、一般向けの図書から、学術誌に載った論文や研究者の著作まで、さまざまな形態のものがあるが、い
ずれであっても、著者の意図を読みとり、研究成果を正確に評価することが重要である。
この授業では、一般向けではあるが、大きな問題提起の書として刊行当時、注目を浴び、現在もその意義（評価する
にせよ、批判するにせよ）を失っていない図書をテキストとして、歴史書の読解方法の基礎を学ぶ。
●到達目標
この授業のテキストは網野善彦著『増訂 無縁・公界・楽』（むえん・くがい・らく）（平凡社、初版1996年）
この授業では、同書を順を追って読み進めることで、歴史書を正確に読解するとともに、テキストの主張から一定の
距離を置き、相対的にそれを評価できるようになることを目標とする。
また、チームを組み、レジメをもとに、他の受講生の前で自分たちの考えをまとめ、発表することで、その方法、限
界、成果のありようを学ぶこととする。
この授業で、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、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

テキスト 『網野善彦著作集』第12巻／無縁・公界・楽
第１回 ガイダンス
第２回 「エンガチョ」、江戸時代の縁切寺
第３回 若狭の駆込寺、周防の「無縁所」
第４回 京の「無縁所」、無縁所と氏寺
第５回 公界所と公界者、自治都市
第６回 一揆と惣、十楽の津と楽市楽座
第７回 無縁・公界・楽、山林
第８回 市と宿、墓所と禅律僧・時衆,関渡津泊、橋と勧進上人
第９回 倉庫,金融と聖、遍歴する「職人」
第10回 女性の無縁性、寺社と「不入」
第11回 「アジール」としての家、「自由」な平民
第12回 未開社会のアジール、人類と「無縁」の原理
第13回 「無縁・公界・楽」批判の諸研究
第14回 まとめ
受講生は、複数名からなるチーム（班）を編成する。
各班は、それぞれ担当する章について、漢字・用語を辞典類で調べることからはじめ、論旨や、評価・疑問点を記載し
たレジメを作成し、受講生に配布する。
授業では、レジメにもとづいて担当章について報告をおこなう。報告内容に対して、他の受講生から意見を求め、討論
することをつうじて、著者の意図、図書の評価についてより深く学ぶ。
●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、次年度以降のより高度な学修につなげること。
●評価方法
担当した章についてのレジメ、報告の内容、討論への参加の積極性をもとに評価する。
●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、さまざまな著作に接し、そこから新しい歴史像を構想することにあります。しかし、
正しく先行研究が読解できないと、そうしたステップに進むことはできません。
この授業を通じて、先行研究の読解の大切さと歴史学の可能性について、具体的に体感してもらえると思います。
●参考文献・教材
テキストについては、配布する。
参考文献は、授業の中で随時、提示する。

授業科目名

科目NO.

LAJPH3201

日本史基礎講読Ⅱ

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

齊藤 紘子

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基礎を学ぶ
●到達目標
①１つの地域に即して、時代を越えて、史料調査・聞き取り調査・地域空間把握など総合的な調査を行う「地域の歴
史的総合調査」の目的と方法を説明できる。
②史料調査に際して必要となる古文書（くずし字）読解の初歩を身につけ、自分で基礎的な読み解きができる。
●授業内容・授業計画

第2・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（予習シート）、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 ガイダンス
第２回 「地域の歴史的総合調査」とは何か
第３回 これまでの「地域の歴史的総合調査」の成果から
第４回 古文書講読：文書の形式・辞書の使い方
第５回 古文書講読：基礎①
第６回 古文書講読：基礎②
第７回 古文書講読：基礎③
第８回 古文書講読：応用①
第９回 古文書講読：応用②
第１０回 古文書講読：応用③
第１１回 調査に向けたガイダンス
第１２回 古文書講読：実践①
第１３回 古文書講読：実践②
第１４回 古文書講読：実践③
第１５回 到達確認（期末筆記試験）
第2・3回は前回授業で配布する関連文献を読んだうえで参加する。第4回以降の「古文書講読」では、各回に取り上
げる史料（写真版）について、各自が事前に「予習シート」に翻刻し、読めないところもチェックしておく。授業では各
自の翻刻を確認しながら古文書の解読を進める。史料の内容（現代語訳、解釈）については授業内で解説する。
●事前・事後学習の内容
日本史コースが実施する「合同調査」の準備授業であるため、2年次での履修が望ましい。古文書講読では、指定さ
れた範囲について必ず予習しておくこと。
●評価方法
授業参加態度（「予習シート」の確認）50％、期末筆記試験50％の総合評価。
●受講生へのコメント
毎回必ず予習して臨むこと。
●参考文献・教材
授業内でプリントを配布する。
参考文献
和泉市史編さん委員会編／塚田孝・町田哲監修『和泉市の近世』和泉市、2018年

授業科目名

科目NO.

LAJPH3202

日本史通論Ⅰ

授業コード

L212040010
単位数

Outline of Japanese HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

講義

仁木 宏

2単位

●科目の主題
さまざまなテーマ、対象をとりあげ、日本史上の普遍的論点、あるいは本質的課題の解明をとおして、日本の歴史を
俯瞰する。
この授業では、前近代日本社会の特質を、摂津・河内・和泉（現在の大阪府、ならびに兵庫県の一部）に発達した都
市の歴史をつうじて明らかにしてゆく。
都市の発生、展開、変転を、文献史料、発掘成果、地形・地政の歴史地理学的な把握などから総合的に論じてゆく。
●到達目標
前近代の都市史研究は、20世紀末以降、長足の進歩をとげた学問分野である。そうした最新の研究成果を正しく理解
し、歴史学的な思考を獲得させる。
現代における都市は、さかのぼれば前近代以来の歴史展開の産物であり、この授業によって、これからの社会で生活
し、能動的に活動してゆくための発想法を身につけてほしい。
●授業内容・授業計画

この授業では、以下の都市をとりあげ、それぞれの創生、発展、展開などについて詳しく解説することを通じ、
全体として都市の歴史から日本史のさまざまな論点を講義する。
1.ガイダンス
2.渡辺津（大阪市）
3.茨木
4.富松（尼崎市）
5.淡河（神戸市）
6.堺
7.岸和田
8.富田林
9.久宝寺（八尾市）
10.富田（高槻市）
11.飯盛（大東市・四條畷市）
12.大坂寺内町
13.豊臣期大坂城下町
14.まとめ
●事前・事後学習の内容
授業では、さまざまな参考文献を提示する。そうした文献の予習、ならびに事後の詳細な検討を求める。
●評価方法
学期末に実施する定期試験で評価する。
●受講生へのコメント
みなさんが暮らしたり、訪れたりする町が、どのような歴史をもっているかを学ぶことを通して、歴史的にものごと
を考えることの醍醐味を味わってほしい。
●参考文献・教材
授業時に適宜、配布したり、指示したりする。

授業科目名

科目NO.

LAJPH3203

日本史通論Ⅱ

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
古墳時代後期から飛鳥時代を取り上げる。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が、河内政権は弱体化し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。これにより前方後円墳の廃止へと進み、7世紀には制度的な
統治方式の導入が進められる。こうした古墳時代後半における中央権力の伸長を経ての、7世紀における国家体制の変
革をみていくことにする。
●到達目標
古墳時代の巨大な倭国王墓や地域首長墓など、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、これは
王権は地域有力者を統制する姿であり、絶対的な権力があったわけではない。墳墓を巨大化させるのは国家成立期の特
徴で、できあがった枠組みはむしろ脆弱で、それを維持するため、王の神格化を図るものであった。中央権力が卓越し、
貢納や官僚制など統治方式が整えられると、大型の墳墓を造営することはなくなっていく。こうした古墳時代的な姿か
ら、東アジア情勢のなかで中国に学びながら急速に統治制度を導入する、社会の大きな転換点である7世紀史の面白さ
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 河内政権から継体擁立へ
第２回 河内大塚山古墳と安閑・欽明の対立
第３回 部民制・国造制・官家制と国県制
第４回 地域開発の進展
第５回 集落の変動
第６回 五条野丸山古墳と平田梅山古墳
第７回 蘇我・物部戦争と前方後円墳の廃止
第８回 横穴式石室の変化
第９回 古代寺院の建立
第10回 飛鳥の宮
第11回 官道の整備
第11回 大化改新論
第12回 難波長柄豊埼宮の意義
第13回 大化薄葬令
第14回 条里制
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
飛鳥時代の始まりは592年の推古の即位とする場合が多い。しかしその前提となるのは、古墳時代を通しての中央権力
の卓越であり、直接的には6世紀中葉の欽明期にある。また飛鳥時代に入った7世紀前半とはいえ、社会体制は古墳時代
以来の部民制のもとにあった。隋・唐という大国が生まれ、均田制・官僚制、また巨大な都城の知識をえつつも、それ
を倭国に導入するのは簡単ではなかった。それを一気になしとげようとしたのが大阪難波において実行された大化改新
であったことを学んでほしい。
●参考文献・教材
資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

LAJPH3205

日本史講読Ⅰ

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（評伝記事・前半）
第4回 発表②『続日本紀』読解（評伝記事・後半）
第5回 発表③『続日本紀』読解（奈良時代の政変関連記事）
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（対外関係記事・前半）
第8回 発表⑥『続日本紀』読解5（対外関係記事・後半）
第9回 発表⑦『続日本紀』読解6（政治経済関係記事・前半）
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（政治経済関係記事・後半）
第12回 発表⑩『続日本紀』読解8（仏教関係記事・前半）
第13回 発表⑪『続日本紀』読解9（仏教関係記事・後半）
第14回 まとめ
＊上記はあくまで目安。受講者の状況と学修効果を考慮して計画は変更されることもある。
語註や補注の充実している新日本古典文学大系『続日本紀』（岩波書店）をテキストとして使用し、史料の読解とはど
のようなものであるのかを理解してもらう。
また、一部の回では『続日本紀』と同時代の古文書や金石文もとりあげる。
原則として参加者1人が一日～二日分の記事（一つの資料）を担当し、その読解・考察を発表。他の参加者は発表を聞
き、疑問点や論点を提示して議論する。
なお、第1回のガイダンス時に報告の順番等を決定するので、受講を希望する者は必ず第1回から参加すること（欠席し
た場合は原則として受講を認めない）。
●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）
笹山晴生「続日本紀と古代の史書」（『平安初期の王権と文化』吉川弘文館）
その他、必要に応じてプリント等配布

授業科目名

科目NO.

LAJPH3206

日本史講読Ⅱ

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基礎力を養う。
●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.

LAJPH3207

授業コード

日本史講読Ⅲ

L212090010
単位数

Reading in Japanese HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

齊藤 紘子

2単位

●科目の主題
近世古文書講読。
●到達目標
①近世古文書の基礎的な読解力を身につける。
②古文書読解を通じて、近世の民衆生活について理解する。
●授業内容・授業計画

この授業では、新発見の古文書をテキストとする。いくつかのテーマでグループをつくり、史料の精読（翻刻と
現代語訳）→論点の整理→総括の順で発表を行う。
第１回 史料概要と方針説明、グループ分け
第２回 関連先行研究の検討①
第３回 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 論点の整理①
第１１回 論点の整理②
第１２回 論点の整理③
第１３回 総括発表①
第１４回 総括発表②
●事前・事後学習の内容
各班で担当する史料については、事前に翻刻、現代語訳、内容理解を準備し、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、次の発表までにレジュメの修正版を作成する。次の発表の際、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
授業参加態度（発表・レジュメ・討論での発言など）50％、「総括発表」を踏まえて各自で執筆する期末レポート
50％の総合的評価。
●受講生へのコメント
夏季休暇中に実施される日本史コースの「合同調査」にも参加すること。
●参考文献・教材
古文書（写真版コピー）は授業内で配布する。参考文献についても適宜紹介する。

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、基本文献や論文について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.

LAJPH3301

授業コード

日本史演習Ⅰ

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（仏教関連法令・前半）
第4回 発表②『類聚三代格』読解（仏教関連法令・後半）
第5回 発表③『類聚三代格』読解（郡司関連法令・前半）
第6回 発表④『類聚三代格』読解（郡司関連法令・後半）
第7回 発表⑤『類聚三代格』読解（交通関連法令・前半）
第8回 発表⑥『類聚三代格』読解（交通関連法令・後半）
第9回 発表⑦『類聚三代格』読解（税制関連法令・前半）
第10回 発表⑧『類聚三代格』読解（税制関連法令・後半）
第11回 発表⑨『類聚三代格』読解9（院宮王臣家関連法令・前半）
第12回 発表⑩『類聚三代格』読解10（院宮王臣家関連法令・後半）
第13回 発表⑪『類聚三代格』読解11（土地制度関連法令）
第14回 まとめ
＊上記はあくまで目安。受講者の状況と学修効果を考慮して計画は変更されることがある。
『類聚三代格』の読解により、前近代日本史史料に共通する漢文史料の読解力を養う。
また、法制史料の考察を通して、古代日本の政治・行政手続きや当時の社会状況等についての理解を深める。
原則として参加者1人が一～二つの格（太政官符や詔・勅）を担当し、その読解・考察を発表。他の参加者は発表を聞
き、疑問点や論点を提示して議論する。
なお、第1回のガイダンス時に報告の順番等を決定するので、受講を希望する者は必ず第1回から参加すること（欠席し
た場合は原則として受講を認めない）。
●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」（『続 律令国家と古代の社会』岩波書店）
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.

LAJPH3302

日本史演習Ⅱ

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
「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

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.

LAJPH3303

L212130010

授業コード

日本史演習Ⅲ

単位数

Seminar in Japanese HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

演習

齊藤 紘子

2単位

●科目の主題
近世都市史演習
●到達目標
①自らの関心に即してテーマ（問い）を設定し、研究史を調べ、史料にもとづいて考察できる。
②近世史料の読解を通じて、基礎的な研究方法を習得する。
●授業内容・授業計画

『大阪市史』などに収録された町触の中から、受講生の関心に即したテーマで数点の史料を選択する。各テ
ーマ2～3名のグループで担当し、「町触報告」「研究史報告」「総括報告」まで、ほぼ3回の報告（発表）を行う。
「町触報告」では基本史料となる町触について正確に解釈し、「研究史報告」ではその町触の内容がどのように
論じられてきたかを理解する。それらを踏まえて関連史料なども検討し、「総括報告」を行う。
第１回 ガイダンス：町触とは何か
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、現代語訳と論点の整理を行い、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。次回の発表の際、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
授業参加態度（40％）、発表および発表レジュメ（30％）、「総括報告」を踏まえて各自で執筆する期末レポート
（30％）の総合評価。
●受講生へのコメント
卒業論文の執筆を見据え、史料を読み込む力・研究史を整理する力を身につけてほしい。
●参考文献・教材
史料についてはプリント配布。参考文献については授業内で適宜紹介する。

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.

LAJPH3305

考古学演習

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.

LAJPH3306

日本史特講Ⅰ

授業コード

L212160010
単位数

Problems in Japanese HistoryⅠ
授業形態

担当教員名

講義

古野 貢

2単位

●科目の主題
近年、中世後期の政治権力構造についての研究は、戦国大名権力に収斂する「大名」、およびそれに準じる領主権力
の存在形態の追求を中心に行われている。かつて戦国大名論を相対化するために「守護」権が果たした役割や機能に着
目して戦国期までを見通す「戦国期守護」論が提起されが、現在では守護権が当該期社会や政治構造に果たした役割へ
の評価は後景に退いている。
本科目では、「守護」を当該期権力の存在形態と役割や機能規定した存在として措定し、その当該期における役割や
機能をあらためて検討することで、中世後期社会の政治構造の再構成し、あらためて評価することを目指す。"
●到達目標
中世社会の政治構造における「守護」権について、中世前期に設置された段階のあり方を確認する。
室町幕府成立以後の「守護」権」について、時期的な変化・変質と、室町期以降成立する守護家（守護分国）ごとの
実態・特質（「国成敗権」の中身）について、具体的に理解する。
中世後期社会における「守護」権の役割や意味について確認したうえで、時代理解の素材として活用（表現）できる。
●授業内容・授業計画

第1回 導入 中世後期の政治史研究で「守護」を取り上げる意味
第2回 鎌倉・南北朝期の守護ー中世前期ー
第3回 室町幕府と守護ー「天下成敗権」と「国成敗権」ー
第4回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態① 細川氏ー
第5回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態② 畠山氏ー
第6回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態③ 六角氏ー
第7回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態④ 斯波氏ー
第8回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態⑤ 赤松氏ー
第9回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態⑥ 仁木氏ー
第10回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態⑦ 大内氏ー
第11回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態⑧ 九州地方ー
第12回 「国成敗権」の中身ー各守護の実態⑨ 関東地方ー
第13回 「国成敗権」の評価ー戦国期大名権力とのかかわりー
第14回 まとめ 中世後期社会において「守護」とは何であったか
第15回 試験
授業中に内容や自分の意見をまとめるペーパーを配布し、毎授業終了後回収する。次回授業で論点や課題を提示して説
明や意見表明を求める。
●事前・事後学習の内容
授業前に次回講義にかんする資料を配布する。事前に内容を確認し、授業内容の理解を深めるための準備をしておく
こと。
●評価方法
第15回目に実施する試験（50％）
講義時間中に実施する確認への回答（25％）
授業への取り組み・ペーパーの内容（25％）"
●受講生へのコメント
講義対象はもちろん、その周辺領域にも問題関心をもって取り組むこと。
●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.

LAJPH3307

日本史特講Ⅱ

L212170010

授業コード

単位数

Problems in Japanese HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

講義

廣川 和花

2単位

●科目の主題
「近代日本における医療と公衆衛生のシステム形成」というテーマのもと、近世末から戦時期までの日本の医療と公
衆衛生のシステムがどのように立ち現れてくるのかを地域社会に着目して論じる。
●到達目標
近代日本の地域社会における医療をめぐる諸問題の展開を歴史的文脈のなかで理解し、それらを現代社会とのつなが
りの中でとらえ直すことができるようになることを目標とする。
●授業内容・授業計画

・授業内容
近代日本の疾病構造とそれへの対策は、幕末から明治初期に焦眉の公衆衛生的課題となったコレラやペスト
などの襲来型急性感染症に始まり、次いで急速な都市化・産業化の下で深刻化した腸チフスなど消化器系の
常在型急性感染症との闘いなどを経て、明治末期からはハンセン病や結核、花柳病などの慢性感染症対策に
も目が向けられるようになる。すなわち、疫学転換にともなって政策の焦点も移り変わったといえる。
本講義では、近代日本の地域社会において、人々が経験した病や健康に関わる諸問題の検討と、それへの
対応として形成されてくる医療と公衆衛生のシステムを分析し、近代日本の医療と公衆衛生が形成されてくる歴
史をとらえる枠組みを提示する。その際には、近世・近代の連続性と断絶性の両方に着目し、近代日本の医療・
公衆衛生のシステムが、いつどのように形成されてきたのか、「福祉国家」としての日本の諸制度の特徴はどのよ
うな点にあるのかを明らかにしたい。
・授業計画
1 医療と公衆衛生システム形成の史学史
2 人々の「病の経験」をとらえる方法としての「疫学的遺産」
3 コレラ流行と日本の地域社会（１）
4 コレラ流行と日本の地域社会（２）
5 梅毒罹患と地域社会
6 「病院」というシステムの導入
7 「医師の近代化」と「開業医集団」の成立
8 「医療の社会化」を求める運動
9 開業医批判と「無医村」問題
10 1920～30年代における医師の地域的偏在
11 疫学転換とそれにともなう衛生行政の転換点
12 「社会国家」の諸問題
13 戦時社会政策と「日本型福祉国家」
14 「日本型福祉国家」と医療・公衆衛生システム
15 期末試験と講評
●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
小レポートと学期末試験により評価する。
●受講生へのコメント
地域社会と人々の健康という身近な問題から、日本の近世から近代の歴史を考えてみましょう。歴史学以外の専攻の
受講生も歓迎します。
●参考文献・教材
・猪飼周平『病院の世紀の理論』有斐閣、2010年
・川上武『現代日本医療史』勁草書房、1965年
・杉田菜穂『人口・家族・生命と社会政策―日本の経験』法律文化社、2010年
・高岡裕之「「医師の近代化」と地域的分布―「医療環境の社会史」を考えるために」『歴史科学』199号、2009年
・高岡裕之『総力戦体制と「福祉国家」―戦時期日本の「社会改革」構想―』岩波書店、2011年
・川越修・友部謙一編『生命というリスク―二〇世紀社会の再生産戦略―』法政大学出版局、2008年
・永島剛「感染症統計にみる都市の生活環境―大正期東京の腸チフスを事例として―」
『三田学会雑誌』97巻4号、2005
年
・二谷智子「1879年コレラ流行時の有力船主による防疫活動―宮林彦九郎家の事例―」
『社会経済史学』75巻3号、2009
年
・脇村孝平「医療・公衆衛生システム」社会経済史学会編『社会経済史学会創立80周年記念 社会経済史学の課題と
展望』有斐閣、2012年所収
・渡辺理絵「近世農村社会における天然痘の伝播過程：出羽国中津川郷を事例として」『地理学評論』83巻3号、2010
年
Ehlers, M. Give and Take: Poverty and the Status Order in Early Modern Japan, Cambridge: Harvard University Asia Center,
2018.
Suzuki, A. “Smallpox and the Epidemiological Heritage of Modern Japan: Towards a Total History,” Medical History, 55, 2011.
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.

LAJPH3308

日本史特講Ⅲ

授業コード

L212180010
単位数

Problems in Japanese HistoryⅢ
授業形態

担当教員名

講義

磐下 徹

2単位

●科目の主題
「日本古代地方社会の研究」
この講義では、奈良・平安時代の地方社会の様相について、中央と地方（「都」と「鄙」）の双方の視点から立体的
に検討する。
具体的には、郡司（郡司層）に着目し、中央がどのように地方有力者層たる郡司層を把握していたのかという視点と、
郡司層がそれぞれの地域でどのような動向をみせていたのかという視点を織り交ぜながら上記の課題に迫ってみたい。
延いては、古代国家の地方支配の成立過程やその特質についても一定の見通しを示したい。
●到達目標
日本古代における中央政府と地方社会の相関についての知見を深める。
その際に、具体的な史料（資料）に即した分析方法についても理解を深める。
●授業内容・授業計画

第1回 ガイダンス
第2回 日本古代の地方制度
第3回 郡司の制度的特質
第4回 郡司にかかわる研究史整理
第5回 郡司と天皇
第6回 古代国家の地方支配原理
第7回 郡司任用制度の変遷（奈良時代）
第8回 郡司任用制度の変遷（平安時代）
第9回 郡司層とその検討材料
第10回 知識と郡司層
第11回 上野三碑からみた郡司層
第12回 伊場遺跡群出土文字資料からみた郡司層
第13回 袴狭遺跡群出土木簡からみた郡司層
第14回 まとめ
配布プリントにもとづいた講義形式で進める。
リアクションカードに質問や感想などを書いてもらうことがある。
講義内容は受講者の理解度等に応じて変更することがある。
●事前・事後学習の内容
事前学習
配布したプリント等に目を通し、分からない語句などがあれば、辞典類を使って調べておく
事後学修
プリントやノートを読み返して講義内容を整理し、それに対する自分の意見・考えをまとめておく
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
●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（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、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る。
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.

LAJPH3309

日本史特講Ⅳ

授業コード

L212190010
単位数

Problems in Japanese HistoryⅣ
授業形態

担当教員名

講義

齊藤 紘子

2単位

●科目の主題
近世の都市社会史
●到達目標
①近世の城下町・都市社会について基本的な構造を説明できる。
②近世史研究の方法や課題について理解を深める。
●授業内容・授業計画
近世城下町の社会構造や身分社会のあり様について理解を深めるために、都市社会における武士身分や武家奉公人の
存在形態を検討する。はじめに近世最大の武家地をもつ江戸の藩邸社会の実態を紹介したうえで、第7回以降は大坂に
おける武家地と都市社会の関係について詳しく見ていきたい。
予定としては以下の通りだが、研究の進展などに応じて変更することもあり得る。

第1回 導入
第2回 兵農分離と近世城下町
第3回 城下町の空間構造
第4回 江戸の藩邸社会
第5回 藩邸と町方社会
第6回 武家奉公人
第7回 近世大坂の成立過程
第8回 大坂城警衛体制と武家地の拡大
第9回 大坂における武士身分
第10回 家臣団と牢人
第11回 武家奉公人の供給と地域社会
第12回 都市法のなかの武士・奉公人
第13回 番衆の交替と町方社会
第14回 総括
●事前・事後学習の内容
講義では近世史料（活字翻刻）を取り上げる。読み下しや現代語訳などの解説をよく聞き、毎回必ず復習すること。
●評価方法
授業の理解度を確認するため、各回の授業後に簡単な要点整理・感想・質問の提出を求める。評価基準は、授業参
加度50％、期末レポート50％とする。
●受講生へのコメント
対象とするのは武家地・武士・武家奉公人などだが、それらのあり方を規定する近世の都市社会・身分社会の特質
についても認識を深めてほしい。
●参考文献・教材
授業でレジュメ・資料を配布する。
参考文献
・吉田伸之『巨大城下町江戸の分節構造』山川出版社、2000年
・塚田孝『近世の都市社会史－大坂を中心に』青木書店、1996年
・藪田貫『武士の町大坂－「天下の台所」の侍たち』中央公論新社（中公新書）、2010年
・森下徹『武士という身分―城下町萩の大名家臣団』吉川弘文館（歴史文化ライブラリー）、2012年

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.

LAGEN2101

L213010010

授業コード

世界史基礎講読

単位数

Basic Reading in World History
授業形態

担当教員名

講義／演習

草生 久嗣／上野 雅由樹／渡辺 健哉／向井 伸哉

2単位

●科目の主題
異文化読み解きの第一歩として、興味深い基礎資料を教材として選び、その解読作業を行う。
今年度のテーマ…【衣・食・住】
担当講師とその専門分野
・渡辺健哉（中国史・北アジア史）
・上野雅由樹（オスマン史・イスラム史）
・向井 伸哉（中世ヨーロッパ史・フランス史）
・草生久嗣（地中海史・キリスト教史）
●到達目標
授業を通じ、学生は、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、ス
ムーズに移行できるようになる。
●授業内容・授業計画
具体的な授業プランは以下の通り。
変更も含む、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 ガイダンス
第 2回 草生 【衣】西洋有職故実事始-ビザンツと日本朝廷
第 3回 草生 【食】宮廷晩餐会の風景‐順列・爵位・威儀
第 4回 草生 【住】合同生活圏（オイクメネー）思想と中世世界
第 5回 渡辺 【住】中国の城郭都市：唐の長安から元の大都へ
第 6回 渡辺 【衣】遊牧民（遼・金時代）の衣服：ズボン文化と毛皮の利用
第 7回 渡辺 【食】モンゴル時代の食事：漢文で書かれた料理書にみえるイスラム料理
第 8回 向井 【衣】中世西欧の衣服と食事
第 9回 向井 【食】中世西地中海の漁業権
第 10回 向井 【住】中世南仏の自治体選挙
第 11回 上野 【住】近世イスタンブルの街区とその周辺：オスマン人の生活世界
第 12回 上野 【食】コーヒーとカフェの起源：オスマン帝国における公共空間と噂の場
第 13回 上野 【衣】オスマン人の服装と帽子：宗教、性別、地位の表徴
第 14回 振り返り
第 15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
授業時教員が指示する文献について事前に熟読・検討したうえで参加すること。その資料が歴史理解にどのように役
立つかについて、各自の考察を適切な資料参照を踏まえた小レポート提出をもって事後学習とする。
●評価方法
各教員に提出する小レポートで評価を行う（教員ごとにA4で2枚‐計8枚：成績評価の100％）。合格（単位修得）のた
めの最低基準は、各教員の講義の軸となる話を、正しく理解できていること、である。
●受講生へのコメント
受講生は、各回の授業前後に、教員が指示する参考文献や各種情報を参照することが求められます。その過程で図書
館やインターネット検索など資料収集について慣れるよう心掛けてください。
●参考文献・教材
・全体の参考文献として山川出版社『詳説世界史研究』。
・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.

東洋史通論

LAWHE3202

授業コード

L213030010
単位数

Outline of Oriental History
授業形態

担当教員名

講義

上野 雅由樹

2単位

●科目の主題
本講義では、バルカン半島および西アジア地域の近世・近代史に相当するオスマン帝国の歴史を題材として、宗教や
言語、民族、文化、身分、地域区分、そして帰属意識といった事柄について考え、それらを捉える視点を養うことを目
指す。
●到達目標
世界史的な観点から西アジアの近世・近代史について概括的に説明することができる。
●授業内容・授業計画
世界の歴史、そして現代世界のあり方を理解するためには、宗教や言語、民族、文化、地域などの概念を用いること、
そしてそれぞれの基準で区別・分類することがどうしても必要になってくる。ただし、そうした諸概念／区分が価値中
立的であるわけではない。本講義では、それらが伴う「偏り」をいかに認識するのかを、オスマン帝国の歴史という実
例と、それが伴う様々な区分、すなわちイスラームやキリスト教、トルコ人やギリシア人、さらにはアジアとヨーロッ
パといった例を通して考える。それにより、世界の歴史、そして現代世界のあり方を見るための視点を学ぶこと、そし
て大学で歴史を学ぶというのがどのような営みなのかについて基本的な理解を身につけることを目指す。

1. 東洋と西洋、「西アジア」の位置づけ
2. 学問的伝統における西アジア史
3. オスマン集団の登場と帝国への成長
4. 奴隷身分と奴隷出身の支配エリート
5. スンナ派、シーア派、宗派化
6. オスマン社会のなかの女性
7. オスマン人キリスト教徒の世界
8. ヨーロッパにとっての近世オスマン帝国
9. 西欧の覇権とオスマンの近代
10. 多言語社会の近代
11. ムスリムと非ムスリムの平等
12. 国籍の誕生
13. 専制政治とイスラーム主義
14. オスマン帝国とトルコ共和国
●事前・事後学習の内容
事前学習として、シラバスや授業で紹介する参考図書の内容を読み、歴史の大まかな流れや時代背景を確認すること。
事後学習として、授業内で配布する参考史料を読み、講義内容との関連性から検討を加えること。
●評価方法
授業中に適宜課される小レポート・質問用紙の記入（50パーセント）および期末のレポート（50パーセント）によっ
て評価する。
●受講生へのコメント
知識は考えるための材料であり、授業は考えるきっかけです。安易な理解を得ることよりも、考えるプロセスを楽し
むくらいの気持ちでいて下さい。また、授業内で適宜、関連文献を提示するので、受講をきっかけに、それぞれの関心
を育てていって欲しいところです。
●参考文献・教材
ほぼ毎回プリントを配布する。事前・事後学習用の参考図書として以下の二点をあげる。
小田中直樹・帆刈浩之編『世界史／いま、ここから』山川出版社、2017年。
林佳世子『オスマン帝国500年の平和』講談社、2016年。

授業科目名

科目NO.

LAGEN3202

世界史通論

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
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.

LAWHE3204

東洋史講読Ⅱ

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。明代に編纂された『五雑組（ござっそ）』という随筆を読み進めていく。なおテキストとして返り点
が付されている「和刻本」を使用する。
●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

第01回：ガイダンス 中国の書物について
第02回：講義 漢文史料の読解にあたって基礎知識の習得(1）
第03回：講義 漢文史料の読解にあたって基礎知識の習得(2)
第04回：史料読解 『五雑組』(1)
第05回：史料読解 『五雑組』(2)
第06回：史料読解 『五雑組』(3)
第07回：史料読解 『五雑組』(4)
第08回：史料読解 『五雑組』(5)
第09回：史料読解 『五雑組』(6)
第10回：史料読解 『五雑組』(7)
第11回：史料読解 『五雑組』(8)
第12回：史料読解 『五雑組』(9)
第13回：史料読解 『五雑組』(10)
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、明代の中国人の日常生活について理解が深まります。
●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
オスマン帝国の歴史について学ぶための、基礎的なトルコ語読解力を身につけること、それを通じて近世・近代のオ
スマン社会について学ぶことを目的とする。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。
●到達目標
辞書を用いながら、現代トルコ語で書かれた平易な文献を読解することができる。
●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
本科目は、辞書を用いながら、現代トルコ語で書かれた平易な文献を読解することができることを単位修得の最低基
準とし、小テスト（50％）と定期試験（50％）でその達成度を評価する。
●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
テキストは適宜配布する。参考文献として以下のものをあげる。
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

講義

上野 愛実

2単位

●科目の主題
イギリス人から見た1920年代のトルコ
●到達目標
英文の史料を批判的に読むことができる。
●授業内容・授業計画

トルコ共和国に関する英語の史料を精読する。1920年代にイギリス人女性ジャーナリストが執筆した著書を扱
う。
第1回 ガイダンス
第2回 アタテュルク
第3回 アタテュルク
第4回 アタテュルク
第5回 新首都アンカラ
第6回 新首都アンカラ
第7回 社会
第8回 社会
第9回 社会
第10回 アタテュルクの改革
第11回 アタテュルクの改革
第12回 アタテュルクの改革
第13回 女性
第14回 女性
●事前・事後学習の内容
事前学習として、授業で指定したテキストの該当箇所を読んでおくこと。
事後学習としては、授業で扱った箇所を再読すること。
●評価方法
平常点（100%）。
●受講生へのコメント
テキストのどの箇所を読むかは、受講者の希望に応じて決めたいと思います。
●参考文献・教材
講読文献は授業中に配布する。参考文献は以下。M. Şükrü Hanioğlu, Atatürk: A Intellectual Biography, Princeton: Princeton
University Press, 2011; 小笠原弘幸編『トルコ共和国 国民の創成とその変容：アタテュルクとエルドアン』九州大学出
版会、2019年。

授業科目名

科目NO.

LAWHE3301

東洋史演習Ⅰ

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
オスマン帝国の女性に関する論文を読むことで、イスラームと女性というテーマについて歴史的な観点から考える。
●到達目標
オスマン帝国史に関わる専門的な研究文献で何が論じられているかを説明すること、疑問点を提示することができる。
●授業内容・授業計画

オスマン帝国の女性に関する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 描かれ方
第３回 財産
第４回 家族とアイデンティティ
第５回 婚姻と離婚
第６回 再婚をめぐって
第７回 後宮と王族
第８回 教育
第９回 服装
第１０回 行動規制
第１１回 法廷の利用
第１２回 行為主体性
第１３回 家内労働
第１４回 工場労働
●事前・事後学習の内容
事前学習として、報告者が取り上げる文献に事前に目を通して内容を確認しておくこと。事後学習として、取り上げ
られた文献を再読し、各自の理解を再確認すること。
●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。コースにかかわらず授業のテーマ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。
Suraiya N. Faroqhi ed., The Cambridge History of Turkey, vol. 3, Cambridge University Press,2006.
Marilyn Booth, ed., Harem Histories: Lived Spaces and Imagined Places, Duke University Press, 2010.
Duygu Koksal and Anastasia Falierou eds., A Social History of Late Ottoman Women, Brill, 2013.
Madeline C. Zilfi, Women and Slavery in the Late Ottoman Empire, Cambridge University Press, 2010.

授業科目名

科目NO.

LAWHE3302

授業コード

東洋史演習Ⅱ

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：前近代中国には様々な性質の史料がある。ここでは、元代を解明する
根本史料である『元史』から記事を項目立てて整理した『元史紀事本末』の「科挙」「元寇」に関わる個所を輪読しな
がら、その知識を整理するとともに、前近代中国にはどのような史料があり、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
『元史紀事本末』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 『元史紀事本末』の性質について（１）
第3回：講義 『元史紀事本末』の性質について（２）
第4回：史料読解 『元史紀事本末』「科挙学校之制」（１）
第5回：史料読解 『元史紀事本末』「科挙学校之制」（２）
第6回：史料読解 『元史紀事本末』「科挙学校之制」（３）
第7回：史料読解 『元史紀事本末』「科挙学校之制」（４）
第8回：史料読解 『元史紀事本末』「科挙学校之制」（５）
第9回：史料読解 『元史紀事本末』「日本用兵」（１）
第10回：史料読解 『元史紀事本末』「日本用兵」（２）
第11回：史料読解 『元史紀事本末』「日本用兵」（３）
第12回：史料読解 『元史紀事本末』「日本用兵」（４）
第13回：史料読解 『元史紀事本末』「日本用兵」（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

L213120010

授業コード

単位数

Seminar in World History
授業形態

担当教員名

演習

上野 愛実

2単位

●科目の主題
近現代史のなかの宗教
●到達目標
近現代の社会における宗教について、歴史的な観点から客観的に説明することができる。
●授業内容・授業計画

19, 20世紀の世界各地を対象とし、宗教をめぐる政治や思想、諸問題についての日本語の論文を読む。受
講者による発表とそれに基づいた質疑応答、議論を通じて進める。
第1回 ガイダンス
第2回 ヨーロッパの事例
第3回 ヨーロッパの事例
第4回 ヨーロッパの事例
第5回 北米の事例
第6回 北米の事例
第7回 北米の事例
第8回 中東の事例
第9回 中東の事例
第10回 中東の事例
第11回 中東の事例
第12回 その他アジアの事例
第13回 その他アジアの事例
第14回 その他アジアの事例
●事前・事後学習の内容
事前学習として、授業で指定した論文を読んでおくこと。
事後学習としては、授業で扱った論文の論点をまとめること。
●評価方法
平常点（100%）。
●受講生へのコメント
予備知識等は必要ありません。初回授業時に発表の分担を決めます。
●参考文献・教材
授業中に配布する。

授業科目名

科目NO.

LAWHE3304

東洋史特講Ⅰ

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：隋唐史概説
第３回：唐代官制史
第４回：中国中世の都城
第５回：長安と洛陽の解説(1)：建設理念
第６回：長安と洛陽の解説(2)：唐代における変容
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.

LAWHE3305

L213140010

授業コード

東洋史特講Ⅱ

単位数

Problems in Oriental HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

講義

前田 弘毅

2単位

●科目の主題
サファヴィー帝国の画期であるアッバース一世による国制改革の詳細について論じる。また、この改革で活躍した「王
の奴隷」を政治的・文化的・宗教的「境界」を越えた集団の観点から捉え直す。ペルシア語史料のみならずジョージア
／グルジア語史料を利用することで出身地コーカサスの視点を取り入れ、イスラーム世界の「奴隷軍人論」を再考する。
●到達目標
サファヴィー帝国とその周辺世界に関する研究に基づく専門的な知識を修得し、バランスのとれた視点から近世以降
の世界史について説明することが出来る。
●授業内容・授業計画

第１回：イントロダクション・「越境」という視点
第２回：アーリー・モダンの帝国
第３回：「イラン史」の誕生
第４回： ペルシア語・ジョージア／グルジア語史料の伝統と意義
第５回：ポスト・モンゴル時代のユーラシア史とサファヴィー朝の成立
第６回： シャー・アッバースの時代（1）国制改革の経緯・「異人」登用による集権化
第７回： シャー・アッバースの時代（2）帝都建設・強制移住・ハウスホールド帝国の建設
第８回： イタリア人旅行者の見たイラン社会
第９回：「奴隷軍人」論の虚実
第１０回：「王の奴隷」軍団の実像
第１１回： ギオルギ・サアカゼの「闘い」
第１２回： アルチル二世の「憂鬱」
第１３回： バラタシュヴィリ家の「サーガ」
第１４回：「越境」と「異人」の世界史
定期試験
●事前・事後学習の内容
事前に教科書や参考図書等を通じて基本的事項を理解しておくこと。授業中に紹介する専門文献を通して事後の学習
で理解を深めること。
●評価方法
定期試験
●受講生へのコメント
世界の歴史は常につながっています。また、人類社会の歴史には共通点が多々あります。中東イスラーム世界のみな
らず、中央ユーラシア、ロシア・東欧、地中海世界他、多様な地域に関心を持つ学生の参加を歓迎します。
●参考文献・教材
永田雄三・羽田正『成熟のイスラーム社会』中央公論社、1998年。
羽田正『勲爵士シャルダンの生涯：17世紀のヨーロッパとイスラーム世界』中央公論新社、1999年。
前田弘毅『イスラーム世界における奴隷軍人とその実像』明石書店、2009年。
清水和裕『イスラーム史のなかの奴隷』山川出版社、2015年。
チャールズ・キング（前田弘毅監訳）『黒海の歴史』明石書店、2017年。

授業科目名

科目NO.

LAGEN3302

世界史特講

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
1990年代前半以降の本格的な経済自由化とその後のおおよそ順調といえる経済の発展により、10億を超える人口を抱
える巨大なインド経済は、ここ10数年世界の注目を浴びてきた。2000年代半ば以降チャイナ・リスクを本格的に意識す
るようになった日本も、近年、遅ればせながら、世界中が熱い視線を向けるインド経済の動向に関心を向けるようにな
っている。本科目の主題は、近年とみに注目を集める独立(1947年)後インド経済の概要を、近現代の政治・経済の歴史
に十分配慮しながら、概観することである。
●到達目標
本講義の到達目標は、独立後インド経済における基本的な論点を習得することである。
●授業内容・授業計画

1．導入
2. 植民地支配からの独立：政治
3. 植民地支配からの独立：経済
4．インド経済概観：供給サイドを軸に(1)
5. インド経済概観：供給サイドを軸に(2)
6．インド経済概観：需要サイドを軸に(1)
7. インド経済概観：需要サイドを軸に(2)
8．経済政策：輸入代替工業化(1950年代から1970年代)
9．経済政策：輸入代替工業化と農業
10．経済政策：輸出加工型業化(1980年代以降)
11．輸出加工型工業化と企業
12．輸出加工型工業化とその課題
13．独立後インド政治：概要と制度
14．まとめ
●事前・事後学習の内容
事前にインド関連の新聞記事等に目を通してから授業に参加すること。
●評価方法
期末試験で評価する。
●受講生へのコメント
近年急速に注目を集めているインド経済の動向を正確に理解するには、インドが1947年に独立して以降たどってきた
歴史に対する深い理解が不可欠である。現代と過去のインド経済に対する深い関心を持ちつつ授業に参加することを期
待する。
●参考文献・教材
特になし

授業科目名

科目NO.

LAWHW3201

L213160010

授業コード

西洋史基礎講読

単位数

Basic Reading in Western History
授業形態

担当教員名

演習

前田 充洋

2単位

●科目の主題
近現代ドイツについての英語の研究書を講読する。
●到達目標
英語で書かれた研究書を正確に読み、そして内容を論旨に沿って、把握できるようになる。
●授業内容・授業計画

テキストにはEpkenhans, Michael, Tirpitz: Architect of the German High Seas Fleet, Potomac Books,
Washington, D. C., 2008, を用い、これを輪読する。
適宜、補足説明や補足資料配布、参考文献の紹介などを行う。
第1回 ガイダンス(テキストの解説、授業の進め方等について)
第2回 Chapter 1 Young Tirpitz (1)
第3回 Chapter 1 Young Tirpitz (2)
第4回 Chapter 2 An Able and Ambitious Naval Officer (1)
第5回 Chapter 2 An Able and Ambitious Naval Officer (2)
第6回 Chapter 3 A Man of New Ideas (1)
第7回 Chapter 3 A Man of New Ideas (2)
第8回 Chapter 4 In the Center of Power (1)
第9回 Chapter 4 In the Center of Power (2)
第10回 Chapter 5 Failure (1)
第11回 Chapter 5 Failure (2)
第12回 Chapter 6 Grey Excellence (1)
第13回 Chapter 6 Grey Excellence (2)
第14回 Chapter 7 Aftermath (1)
第15回 Chapter 7 Aftermath (2)

★注：進め方やスピードは、受講者に応じて変更する可能性があります。

●事前・事後学習の内容
毎回のテキストの講読範囲および担当箇所を指定するので、各自日本語訳を作成してくること。
また事後には、自分が作成した日本語訳を修正して復習をするとともに、必要があれば他の文献や論文を参照し、理
解をより深めること。
●評価方法
平常点 60点
レポート 40点(内容については授業中に提示します)
●受講生へのコメント
この授業では、毎回受講者全員が各自の担当箇所を日本語に訳することになるため、予習が必須になります。
予習の際、担当箇所のみを読んで訳すだけでなく、担当以外の箇所も必ず目を通すようにしてください。
●参考文献・教材
Epkenhans, Michael, Tirpitz: Architect of the German High Seas Fleet, Potomac Books, Washington, D. C., 2008.
初回にテキストのコピーを配布します。

授業科目名

科目NO.

LAWHW3202

西洋史通論

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。
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 第1次世界大戦に至る変動
第10回 都市化による社会の変化（ライフラインの整備）
第11回 住環境の変遷
第12回 食文化の変化
第13回 服飾文化の変遷
第14回 教育
第15回 ドイツ帝国と海
●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。なお、授業担当者も編者となっている『はじめて学ぶドイツ史』ミネルヴァ書房、2020年刊行予定が、
授業開始前に発売されていれば、それも参考文献とする。

授業科目名

科目NO.

LAWHW3203

西洋史講読Ⅰ

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）
第１５回ドイツ語の講読（ベルリンの起源）
●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.

LAWHW3301

西洋史講読Ⅱ

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
第１５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し、卒業論文作成に必要な仏語研究文献の読解力を養う科目である。
●到達目標
学生が、仏和辞典や歴史事典を使いこなし、フランス語で歴史学の研究文献を読みこなすことができるようになる。
●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 regime, 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。「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 訳出した章の総括
●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
「日本語訳の提出」など授業への参加態度（100％）
最終三回分の日本語訳の精度によって、到達目標の達成度を評価する。
仏和辞典や歴史事典を使いこなし、フランス語で歴史学の研究文献を読みこなすことができるようになることが合格
（単位修得）のための最低基準となる。
●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 regime, 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 Bely, dir., Dictionnaire de l’Ancien Regime, Paris, 1996.
参考文献：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。

授業科目名

科目NO.

LAWHW3302

授業コード

西洋史講読Ⅳ

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を講読し、卒業論文作成に必要な仏語研究文献の読解力を強化する科目である。
●到達目標
学生が、仏和辞典や歴史事典を使いこなし、フランス語で歴史学の研究文献をスピーディーに読みこなすことができ
るようになる。
●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 regime, 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。「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 訳出した章の総括
●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
「日本語訳の提出」など授業への参加態度（100％）
最終三回分の日本語訳の精度によって、到達目標の達成度を評価する。
仏和辞典や歴史事典を使いこなし、フランス語で歴史学の研究文献をスピーディーに読みこなすことができるように
なることが合格（単位修得）のための最低基準となる。
●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 regime, 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 Bely, dir., Dictionnaire de l’Ancien Regime, Paris, 1996.
参考文献：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。

授業科目名

科目NO.

LAWHW3303

授業コード

西洋史演習Ⅰ

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
・J. モーティマー・アドラー 他著、 外山 滋比古訳、『本を読む本』 講談社学術文庫、1997年

授業科目名

科目NO.

LAWHW3304

西洋史演習Ⅱ

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
学生が、卒業論文を書く際に必要な学問上の手続きを習得し、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・参照などを自力でできるようになる。
●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
期末レポート（50％）、「報告・発表」など授業への参加態度（50％）
期末レポートによって、到達目標の達成度を評価する。
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・参照などを自力でできる
ようになることが合格（単位修得）のための最低基準となる。
●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。英語文献の輪読をおこなう。
●到達目標
近現代史に関する英語論文あるいは研究書を読み、英語文献を読み込む力を身につける。こ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

ひたすら英語論文の講読。
第１回 ガイダンス
第２回 英語文献の講読
第３回 英語文献の講読
第４回 英語文献の講読
第５回 英語文献の講読
第６回 英語文献の講読
第７回 英語文献の講読
第８回 英語文献の講読
第９回 英語文献の講読
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
第１５回英語文献の講読
●事前・事後学習の内容
英語講読は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、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
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
未定。

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

藤井 崇

2単位

●科目の主題
碑文から見るローマ帝国史
●到達目標
ローマ帝国の歴史（おおよそ前3世紀末から古代末期まで）を、主要な一次史料である（おもにギリシア語）碑文を通
じて理解できるようになる。
●授業内容・授業計画

第1回 イントロダクション
第2回 ヘレニズム世界とローマ帝国
第3回 内乱の世紀
第4回 アウグストゥスの革命
第5回 ローマ人になる
第6回 皇帝崇拝
第7回 皇帝の仕事
第8回 都市自治
第9回 スペクタクルの世界
第10回 古代版グローバル世界 I
第11回 古代版グローバル世界 II
第12回 辺境と軍隊
第13回 宗教
第14回 授業中試験
●事前・事後学習の内容
授業開始までに古代ギリシア語のアルファベットを読めるようにしておくこと（文法知識は必要ありません）。事後
学習として、授業中に使用した資料の復習を十分に行うこと。
●評価方法
授業中（第14回）に行う筆記試験（100%）で評価する。
●受講生へのコメント
上記の授業計画は、若干の内容変更があり得ることをご理解ください。
●参考文献・教材
主要な資料は授業中に配布する。参考文献としては、クリストファー・ケリー著（藤井崇訳）『ローマ帝国』岩波書
店（2010年）ならびに南川高志編『B.C. 220年：帝国と世界史の誕生』山川出版社（2018年）がある。

授業科目名

科目NO.

LAWHW3307

授業コード

西洋史特講Ⅱ

L213260010
単位数

Problems in Western HistoryⅡ
授業形態

担当教員名

講義

伊藤 順二

2単位

●科目の主題
後期ロシア帝国とコーカサス
●到達目標
ロシア帝国に関する基本的知識を習得し、帝国と植民地についての歴史的イメージを会得する。
●授業内容・授業計画

第1回 イントロダクション：「コーカサス人種」の地
第2回 「半アジア人」のロシア：ヨーロッパから俯瞰されるロシア
第3回 「半アジア人」のコーカサス：ロシアが俯瞰するコーカサス
第4回 ロシア帝国とオスマン帝国の狭間で：露土戦争
第5回 石油の帝国：バクーにおける石油産業の進展
第6回 石油と労働：社会主義的労働運動の進展
第7回 石油と未来：コスミズム思想とコーカサス1
第8回 山岳と瞑想：コスミズム思想とコーカサス2
第9回 1905年の義賊たち：農民運動と社会主義
第10回 排外主義：ロシア帝国とドイツ人・ユダヤ人・ムスリム
第11回 戦争と排除：第一次世界大戦とロシア帝国・オスマン帝国の民族政策
第12回 戦争と革命：アルメニア人強制移住、ソヴェト政権との対立
第13回 革命と共和国：「第一民主共和国」の崩壊
第14回 おわりに
●事前・事後学習の内容
事前学習として、イントロダクションで紹介する日本語文献を読んでおくことが望ましい。各講義後に分かりにくか
った用語を各自調べておくこと。講義後の質問も歓迎する。
●評価方法
期末レポート80%, 中間レポート20&
●受講生へのコメント
特になし
●参考文献・教材
授業中にプリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3201

授業コード

社会学概論Ⅰ

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
授業参加度10、コメント20、小レポート20 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.

LBSOC3202

授業コード

社会学概論Ⅱ

L221020010
単位数

Introduction to SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

中嶋 晋平

2単位

●科目の主題
社会学は「社会」を対象にした学問である。社会の中で生きる私たちにとって、これほど身近な学問はないのではな
いだろうか。身のまわりで起こる様々な社会問題を研究対象としてカバーできる社会学は、日頃関心を抱いている疑問
や問いに対して考える糸口を提示する。
この講義では社会学の基本的な理論や概念を学び、いくつかの具体的な事例を取り上げながら、社会を捉え直し、理
解を深めることを目的とする。
●到達目標
1)社会学の基礎的なものの考え方を学び、理解する。
2)身の回りで起こるさまざまな問題に対し、社会学的思考を通じて理解する。
●授業内容・授業計画

第1回 ガイダンス
第2～3回 社会学への招待
第4回 社会調査とデータ
第5～6回 都市という空間
第7～8回 高齢社会と福祉
第9～10回 「障害」のありか
第11～12回 差別へのまなざし
第13～14回 国境を越える人々
第15回 多文化共生の時代
●事前・事後学習の内容
事前学習として、教科書の該当箇所を読んでおくこと。また授業後はレポートに備えて、教科書、ノート、配布資料
を読み返し、授業内容の理解に努めるようこと。
●評価方法
筆記試験に代わる論文（レポート）の成績と平常成績で総合評価する。
出席20%、レポート80%
受講生は、授業で取り上げたテーマの中から自身の関心に基づいてレポート課題を選ぶ。理論的説得力をもって記述
されているかをみる。
●受講生へのコメント
本授業は教科書に沿って、社会学の各テーマについて概括的に触れる。この授業をきっかけに、社会学へのさらなる
興味・関心へとつながることを期待する。
●参考文献・教材
酒井千絵・永井良和・間淵領吾『基礎社会学
その他、参考資料は適宜紹介する。

新訂第4版』世界思想社

授業科目名

科目NO.

LBSOC3203

社会学史Ⅰ

授業コード

L221030010
単位数

History of SociologyⅠ
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」。この命題を基軸にすえつつ、19世紀から現代にいたる社会学の歴史を、通史とし
て概観する。
●到達目標
社会学という学問の誕生、展開の歴史的経緯を理解するとともに、社会学の主題、分野、方法の基礎を習得すること
を目標とする。
●授業内容・授業計画

以下の計画にしたがって進める。
第１回

オリエンテーション

第２回

近代社会と啓蒙思想：ルソーからマルクスへ

第３回

近代社会の転換点

第４回

マックス・ウェーバー：行為論

第５回

ゲオルク・ジンメル：相互行為論

第６回

エミール・デュルケム：全体論

第７回

20世紀社会学へ：シカゴ学派とフランクフルト学派

第８回

アメリカ社会学の興隆：パーソンズと機能主義

第９回

反旗1：交換理論、象徴的相互作用論

第１０回 反旗2：現象学的社会学とエスノメソドロジー
第１１回 中間考察：構造機能主義以降のアメリカ社会学
第１２回 ヨーロッパ社会学
第１３回 現代の諸理論
第１４回 現代社会学の課題
第１５回 Coda
●事前・事後学習の内容
事前学習：特段の事前学習は求めません。
事後学習：各授業の冒頭、前回授業復習の時間を設けます。
●評価方法
授業参加度10点、コメント20点、小レポート20点、期末レポート50点、計100点満点で評価します。
●受講生へのコメント
毎回コメントを求めます。コメントは評価対象となります。また、小レポート（1200～2000字程度）を2回、期末レポ
ート(4000～6000字程度）の提出を課します。講義を、レポート作成の指標として活用して下さい。
●参考文献・教材
テキストは使用しない。プリントを配布し、文献は随時指示する。
参考文献：大澤真幸『社会学史』講談社現代新書 土井文博他編『はじめて学ぶ社会学』ミネルヴァ書房(2007)
富永健一『思想としての社会学』新曜社(2008)

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 グループワーク
第１３回 グループ報告
第１４回 グループ報告
第１５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
授業形態

担当教員名

実習

伊地知 紀子

2単位

●科目の主題
社会学実習Ⅰ・Ⅱでは、「大阪における多文化共生の現場に学ぶ」をテーマとして、統計データおよび既存文献の読
解を踏まえ、問題関心を共有する班編成を行う。全体と班別に調査計画を作成し、調査方法および項目を設定する。海
外にルーツを有する人びとの生活支援をしてきた大阪府内の現場と、支援に関わってきた人びと、多様な時期に渡日し
この地域で生活している人びとの歴史と現状を主に調査する。予備調査に基づき、課題設定および関連文献の検討を行
い、調査対象を決定したのち本調査を実施する、本調査での成果を踏まえ、一連のデータ分析をもとに報告書を作成す
る。
●到達目標
まず、前期（実習Ⅰ）では、受講生が問題関心を共有し、全体テーマに対する理解を深める。既存の調査・研究など
を収集し、各自が報告・整理する。予備調査に基づき、課題設定および関連文献の検討を行い、調査対象を決定したの
ち本調査を実施する。
●授業内容・授業計画

各回のスケジュールは以下の通り。授業時間を延長して行う回については、その都度相談の上決定する。
第1回 ガイダンス
第2回 調査対象地域の事前学習（１）
第3回 調査対象地域の事前学習（２）
第4回 先行研究の検討（１）
第5回 先行研究の検討（２）
第6回 先行研究の検討（３）
第7回 班編成と課題設定
第8回 データの収集と整理（１）
第9回 データの収集と整理（２）
第10回 現地予備調査（１）
第11回 現地予備調査（２）
第12回 予備調査成果の整理（１）
第13回 予備調査成果の整理（２）
第14回 中間報告会（１）
第15回 中間報告会（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）
期末に提出されたレポート
●受講生へのコメント
海外にルーツを有する人びとの生活支援をしてきた大阪府内の現場と、支援に関わってきた人びと、多様な時期に渡
日しこの地域で生活している人びとの歴史と現状を主に調査するため、こうしたテーマへ関心を有する受講姿勢が求め
られる。
●参考文献・教材
随時紹介します。

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
授業形態

担当教員名

実習

笹島 秀晃

2単位

●科目の主題
社会学実習Ⅰ・Ⅱでは、「アマチュア表現活動の社会学」というテーマで、アマチュアの表現活動にはどのような実
情があるか、表現活動の舞台が実際の場所（ハコ）ではなくオンラインメディアになるとどのような変化が生じるのか、
について探求する。アマチュアの表現活動には、音楽、絵画、文学、マンガ、演劇など多様なジャンルが含まれている。
こうした多様な表現領域における文化生産活動について、調査研究していくための基本的な事項を検討していく。前期
（実習I）では、先行研究の検討、新聞・雑誌記事の整理、プレ調査を通して、後期の実査に向けた研究計画の精緻化を
目指す。
●到達目標
社会学の質的調査における計画・実査・報告書作成といった一連の調査・研究活動を、自身でできるための基本的な
知識・技能の習得を目指す。
●授業内容・授業計画

1.ガイダンス
2.先行研究の検討①
3.先行研究の検討②
4.先行研究の検討③
5.先行研究の検討④
6.新聞・雑誌記事の整理①
7.新聞・雑誌記事の整理②
8.リサーチクエッションの検討①
9.リサーチクエッションの検討②
10.プレ調査①
11.プレ調査②
12.プレ調査③
13.質問項目の検討
14.質問項目の検討
●事前・事後学習の内容
事前学習：授業で指示する課題に取り組み、基本的な参考文献に目を通しておく。
事後学習：授業内で行った作業を自身でもう一度復習し、一人でも作業ができるように確認しておく。
●評価方法
出席（30％）・授業内提出物（40％）・期末レポート（30％）
●受講生へのコメント
本実習では、多様な「アマチュア表現活動」において、どのような意識で活動がなされているのか、そこにどのよう
なメディアが介在し私たちの社会と関わっているのかについて、インタビュー調査の手法を学び、実際に調査を行うこ
とで探索的に解明していく。音楽、演劇、ダンス、文学など多様な表現活動を対象にする予定なので、習い事やサーク
ル活動など、自身の興味関心のもとに積極的に授業に参加してください。
●参考文献・教材
【講読予定の文献】ハワード・ベッカー, [1984] 2016,『アート・ワールド』慶應義塾大学出版会．宮入恭平編著，2015，
『発表会文化論：アマチュアの表現活動を問う』青弓社．スタッズ・ターケル，[1974] 1983，『仕事（ワーキング）！』
晶文社．佐藤郁哉，2002，『フィールドワークの技法ーー問いを育てる、仮説をきたえる』新曜社．

授業科目名

科目NO.

社会学実習Ⅱ a

LBSOC3302

授業コード

L221080010
単位数

Practice in SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

実習

伊地知 紀子

2単位

●科目の主題
社会学実習Ⅰ・Ⅱでは、「大阪における多文化共生の現場に学ぶ」をテーマとして、統計データおよび既存文献の読
解を踏まえ、問題関心を共有する班編成を行う。全体と班別に調査計画を作成し、調査方法および項目を設定する。海
外にルーツを有する人びとの生活支援をしてきた大阪府内の現場と、支援に関わってきた人びと、多様な時期に渡日し
この地域で生活している人びとの歴史と現状を主に調査する。予備調査に基づき、課題設定および関連文献の検討を行
い、調査対象を決定したのち本調査を実施する、本調査での成果を踏まえ、一連のデータ分析をもとに報告書を作成す
る。
●到達目標
後期（実習Ⅱ）では、前期での調査研究の成果を踏まえ、本調査を実施し、さらなる関連文献やデータの検討を追加
したうえで、報告書を作成する。
●授業内容・授業計画

各回のスケジュールは以下の通り。授業時間を延長して行う回については、その都度相談の上決定する。
第1回 ガイダンス
第2回 本調査（１）
第3回 本調査（２）
第4回 本調査（３）
第5回 データの収集と整理（１）
第6回 データの収集と整理（２）
第7回 データの収集と整理（３）
第8回 追加文献の収集と整理（１）
第9回 追加文献の収集と整理（２）
第10回 補充調査（１）
第11回 補充調査（２）
第12回 調査成果の整理（１）
第13回 調査成果の整理（２）
第14回 報告会（１）
第15回 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）
期末に提出されたレポート
●受講生へのコメント
海外にルーツを有する人びとの生活支援をしてきた大阪府内の現場と、支援に関わってきた人びと、多様な時期に渡
日しこの地域で生活している人びとの歴史と現状を主に調査するため、こうしたテーマへ関心を有する受講姿勢が求め
られる。
●参考文献・教材
随時紹介します。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3302

社会学実習Ⅱ b

授業コード

L221080020
単位数

Practice in SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

実習

石田 佐恵子

2単位

●科目の主題
社会学実習Ⅰ・Ⅱでは、「アマチュア表現活動の社会学」というテーマで、アマチュアの表現活動にはどのような実
情があるか、表現活動の舞台が実際の場所（ハコ）ではなくオンラインメディアになるとどのような変化が生じるのか、
について探求する。
後期（実習Ⅱ）では、前期に収集したコンテンツ資料や関連の先行研究について、受講生同士の討議と検討を通して、
分類や整理方法、分析方法を学ぶ。各履修者が自らの主題を選択し、それらの資料を用いた継続的で複数回のインタビ
ューないしはフィールドワークを実施する。最終的に各自の設定した課題について、レポートを執筆する。学年末には、
報告書として完成させる。
●到達目標
後期（実習Ⅱ）では、特にダンスにまつわる事象を中心にフィールドワークやインタビュー調査を行なう予定である。
学生全員で協力し合いながら企画を立て、調査の各プロセスを実践し、それを報告書にまとめあげるスキルを身につけ
ることが目標である。
●授業内容・授業計画

1. 社会学実習Ⅰａ（前期科目）からの継続課題の検討
2. 各自の企画に基づく発表・検討会
3. 後期調査スケジュールの確定
4. 調査主題と調査方法の選定
5. 決定テーマに関する先行研究の整理と検討（１）
6. 決定テーマに関する先行研究の整理と検討（２）
7. インタビュー調査の実施（１）
8. インタビュー調査の実施（２）
9. 調査の中間報告と分析プランの発表・検討（１）
10. 調査の中間報告と分析プランの発表・検討（２）
11. インタビュー調査の実施（３）
12. インタビュー調査の実施（４）
13. 後期レポートの提出と発表・検討会（１）
14. 後期レポートの提出と発表・検討会（２）
15. 社会学実習全体の報告書の作成
●事前・事後学習の内容
事前学習：毎週課された課題の準備を行う。
事後学修：毎週検討された課題を修正、自らの分担に従って作業を進める。
●評価方法
毎回の出席、課題への取り組み、報告書執筆までを総合的に評価する。
●受講生へのコメント
社会学実習Ⅰ・Ⅱは同じクラス（ａ組）を通年で履修して下さい。
この科目は、受講生自らが主体となって行う調査ですので、積極的な関わりと責任のある態度が求められます。
●参考文献・教材
授業時に随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3207

授業コード

社会学基礎演習 a

L221090010
単位数

Basic Seminar in Sociology
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.

LBSOC3207

授業コード

社会学基礎演習 b

L221090020
単位数

Basic Seminar in Sociology
授業形態

担当教員名

演習

平山 亮

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
報告を含む担当役割の遂行（25%）、議論への貢献（25%）、学期中に課される複数の小レポート（25%）、学期末の
レポート（25％）で評価します。
●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するの
で、必ず確認すること。
●参考文献・教材
教科書：初回の授業時に参加者と相談のうえ決定します。
参考書：各回の内容に関連する論文や書籍をその都度紹介します。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3208

社会学演習Ⅰ a

授業コード

L221100010
単位数

Seminar in SociologyⅠ
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 受講生による発表（４）
第１５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
授業形態

担当教員名

演習

平山 亮

2単位

●科目の主題
家族社会学演習
●到達目標
① 講読文献が対象とする分野の争点や、理論的立場の多様性・相違を理解する。
② 当該分野におけるさまざまなアプローチに触れながら、それとの比較のもとで、自分の立場や関心の所在を明確に
する。
●授業内容・授業計画
おもに社会調査を用いた家族研究の国内外の文献から、比較的新しいものを選んで講読する。参加者による報告と
議論を中心に運営する。

第１回 ガイダンス
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 各自の関心に基づく発表(3)
●事前・事後学習の内容
事前学習：議論に積極的に参加できるよう、対象文献から得られた発見や、腑に落ちなかった点などを整理しておく。
事後学習：議論のなかで上がった論点を振り返り、対象文献に対する自分の立場や評価を改めて考え、読書ノートに
まとめておく。
●評価方法
報告を含む担当役割の遂行（35%）、議論への貢献（35%）、学期末のレポート（30%）で評価する。
●受講生へのコメント
講読文献は家族研究の動向を踏まえて選びますが、担当者の専門性により、世代間関係やケア責任、ジェンダーと
セクシュアリティの差別と不平等に関するものが多くなることをご了承ください。
●参考文献・教材
教科書：候補となる文献を初回に提示します。参加者の関心にあわせて、そのなかから相談のうえ決定しましょう。
参考書：対象文献に関連する論文や書籍をその都度紹介します。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3209

社会学演習Ⅱ b

授業コード

L221110020
単位数

Seminar in SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

演習

笹島 秀晃

2単位

●科目の主題
都市社会学における質的調査モノグラフの古典である、シカゴモノグラフを講読する。ロバート・パークによって「実
験室としての都市」とも評された20世紀前半のシカゴでは、シカゴ大学の社会学者たちを中心に、参与観察にもとづい
たフィールドノーツやヒューマンドキュメンツといった多種多様なデータを活用した質的調査報告書（シカゴモノグラ
フ）が多数発刊された。本演習では、ゾーボーの『ゴールド・コーストとスラム』をはじめとした主要な文献を講読す
る。
●到達目標
シカゴモノグラフの主要著作を読み解くことをとおして、都市社会学における質的研究法、報告書の作成方法に関し
て学ぶ。
●授業内容・授業計画

1. ガイダンス、報告分担の決定
2. レクチャー①：20世紀前半のシカゴの社会背景
3. レクチャー②：シカゴ学派と人間生態学
4. レクチャー③：ロバート・パークとシカゴモノグラフ
5. 文献講読①
6. 文献講読②
7. 文献講読③
8. 文献講読④
9. 文献講読⑤
10.

文献講読⑥

11.

文献講読⑦

12.

文献講読⑧

13.

文献講読⑨

14.

まとめ

●事前・事後学習の内容
事前学習：
講読予定の文献を読み進め、疑問に思った思った点や重要な論点について、複数の文献を参照し独自に検討を行うこ
と。
事後学習：
他の主要なシカゴモノグラフを中心に、授業で取り上げなかった文献について各自読み進めること。
●評価方法
出席（10%）・授業内の報告（40%）・期末レポート（50％）
●受講生へのコメント
授業内の報告では、講読文献の要約だけではなく、参考文献等を独自に読み進め各自の関心に応じて、より進んだ内
容についても報告をしてもらうことを予定している。参加者は、講読予定のメイン文献は１冊であるが、報告準備のた
めには複数の文献を検討するなど、１回の報告あたりの負担が大きい授業であることに留意してください。
●参考文献・教材
【講読予定文献】ハーヴェイ・ゾーボー，1997，『ゴールドコーストとスラム』ハーベスト社．
【参考文献】斉藤日出治・岩永真治，1996，『都市の美学ーーアーバニズム』平凡社．
ロバート・E・L・フェアリス，1990，『シカゴ・ソシオロジーー1920-1932』ハーベスト社．
中野正大・宝月誠，2003，『シカゴ学派の社会学』世界思想社．
アンドリュー・アボット，2011，『社会学科と社会学―シカゴ社会学百年の真相』ハーベスト社．

授業科目名

科目NO.

LBSOC3210

授業コード

社会学演習Ⅲ

L221120010
単位数

Seminar in SociologyⅢ
授業形態

担当教員名

講義／演習

川野 英二

●科目の主題
都市・地域における社会問題
●到達目標
(1) 都市・地域における社会問題に関する文献を読み、問題意識を深める。
(2) 文献・情報収集能力、プレゼンテーション能力を身につける。
(3) 実証的なデータの分析・解釈の仕方を身につける。
●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
事前学習：テキストの該当箇所を読む。
事後学習：課題を整理し、関連文献を調べる。
●評価方法
平常点
授業への積極的な参加・発言
●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
以下のテキストを読む予定
ロバート・パットナム 2017 『われらの子ども：米国における機会格差の拡大』創元社
松岡亮二 2019 『教育格差』 ちくま新書

2単位

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
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.

LBSOC3211

授業コード

社会学演習Ⅳ b

L221130020
単位数

Seminar in SociologyⅣ
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
第１５回まとめ
●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.

LBSOC3211

授業コード

社会学演習Ⅳ c

L221130030
単位数

Seminar in SociologyⅣ
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.

LBSOC3211

授業コード

社会学演習Ⅳ d

L221130040
単位数

Seminar in SociologyⅣ
授業形態

担当教員名

演習

平山 亮

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：次回の授業で扱う文献に対する自分の意見や立場、疑問点などを整理しておく。
事後学習：授業の内容を復習し、卒業論文に取り組む際に参照できるよう、自分なりにノートにまとめておく。
●評価方法
報告を含む担当役割の遂行（35%）、議論への貢献（35%）、学期末のレポート（30%）で評価する。
●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、d組の専門分野は、家族社会学、福祉社会学、ライフコース、ジェンダー
研究などです。
●参考文献・教材
教科書：初回の授業時に参加者と相談のうえ決定します。
参考書：各回の内容に関連する論文や書籍をその都度紹介します。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3217

社会調査法

授業コード

L221190010
単位数

Methods of Social Research
授業形態

担当教員名

講義

平山 亮

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

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：次回の授業で扱う教科書の範囲を読んでおく。
事後学習：教科書と講義の内容を自分なりに改めて整理し、実習や卒論研究を行う際にいつでも参照できるよう、ノ
ートにまとめておく。
●評価方法
平常点（40%）と学期末の試験（60%）で評価する。
●受講生へのコメント
本授業は社会調査士認定科目(B)に相当する。
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。
●参考文献・教材
教科書・参考書ともに初回の授業時に提示します。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3218

授業コード

社会学データ解析法

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.

LBSOC3212

授業コード

社会学特論Ⅰ

L221140010
単位数

Specific Issues in SociologyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

平山 亮

2単位

●科目の主題
超高齢社会におけるジェンダーとセクシュアリティ
●到達目標
ジェンダーやセクシュアリティが、私たちの年の重ね方や加齢の経験をどのように構成しているかを、ライフコー
スやエイジングについての社会学的研究の知見にもとづいて、説明できるようになることを目指す。
●授業内容・授業計画
ライフコースを通じた不平等の理論の構築は、エイジングの社会学の主な課題の1つである。ジェンダーによる不平
等はその１つであり、性別分業がもたらす高齢期のジェンダー格差については研究が蓄積されつつある。他方でこれら
の多くは高齢者がシスジェンダー・異性愛であることを暗に想定しており、性別分業を前提とした社会で性的マイノリ
ティがどのようなライフコースを経て、どのように高齢期を迎えるのかを視野に入れてきたとはいえない。この授業で
は性同一性や性的指向という観点から既存の研究を再検討し、多様な性のあり方を前提とした超高齢社会のあり方を考
える。

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

イントロダクション
基本概念の確認
ライフコース研究のパースペクティブ①：タイミング
ライフコース研究のパースペクティブ②：リンクト・ライブズ
ライフコース研究のパースペクティブ③：エージェンシー
エイジングの理論：「不利益の累積」と「不平等の累積」
性別分業再考①：再生産の理論
性別分業再考②：「男」「女」とは誰か
スティグマとライフコース
性意識の変化とコホート
性同一性・性的指向と社会的ネットワーク
性的マイノリティのあいだのジェンダー不平等
介護保険制度における「家族」
介護される経験を構成する「性」
包摂的高齢社会の課題

●事前・事後学習の内容
事前学習：初回に配布する授業計画を参照し、インターネットなどを使って次回の授業内容に関連する記事や統計資
料を調べておく。
事後学習：授業内容を振り返り、整理しておくとともに、その回で得た知識や情報が自分の関心事項を掘り下げて考
えるうえでどのように役に立ちそうか、明確にしておく。
●評価方法
中間レポート（40％）と期末レポート（60％）で評価します。
●受講生へのコメント
ジェンダーやセクシュアリティ、老年学に関する知識があると理解しやすいかもしれませんが、それらの知識を前
提とした授業にはしませんので、安心して受講してください。
●参考文献・教材
教科書：特定の教科書は使いません。毎回資料を配付します。
参考書：各回の内容に関連する書籍は、その都度紹介します。

授業科目名

科目NO.

LBSOC3213

L221150010

授業コード

社会学特論Ⅱ

単位数

Specific Issues in SociologyⅡ
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
現代都市の社会問題
●到達目標
現代の社会は、正規雇やワーキングプアの増加、貧困の上昇や格差の増加、セグリゲーション（空間的分断）やジェ
ヱトリフィケーション新たな社会問題に取り組まざるをえなくなっている。これら現代都市の社会問題に関する問題意
識を深めると同時に、関連する統計や映像、インタビューなど様々なデータを読み解き、解釈する能力を養う。
●授業内容・授業計画

現代の都市を中心とした貧困・プレカリティ（不安定）など、新しい社会問題の特徴について、理論的な枠組
みと実証的なデータをもとに論じる。
貧困・ 不安定雇用、格差と社会的不平等、都市貧困とセグリゲーション（空間的分断）、ジェントリフィケーショ
ンなどを例にとりあげる。
第１・２講 「社会問題」とはなにか
第３・４講 社会問題の歴史と福祉国家
第５・６講 格差と社会的不平等
第７・８講「新しい貧困」としてのプレカリティ（不安定）と社会的排除
第９・１０講 海外の都市のセグリゲーション（空間的分断）とジェントリフィケーション
第１１・１２講 国内の都市のセグリゲーション（空間的分断）とジェントリフィケーション
第１３・１４講「アンダークラス」論と近隣効果
第１５講 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：テキストを読む。
事後学習：配布資料を確認し、課題を整理する。
●評価方法
コメントペーパー(20%)と論述試験(80%)によって評価する。
●受講生へのコメント
ふだんから新聞記事などのニュースに触れておき、社会問題への関心をもつこと。
●参考文献・教材
【参考文献】
セルジュ・ポーガム 2016『貧困の基本形態ーー社会的紐帯の社会学』新泉社
ロベール・カステル 2012『社会問題の変容 ― 賃困労働の年代記 ― 』ナカニシヤ出
版ロベール・カステル 2015 『社会喪失の時代ーープレカリテの社会学』明 書店
ロバート・パットナム 2017 『われらの子ども：米国における機会格差の拡大』創元社
松岡亮二 2019 『教育格差』 ちくま新書

授業科目名

科目NO.

LBPSY3201

授業コード

心理学概論Ⅰ

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 行動主義心理学の基本原理―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―試行錯誤か洞察か―
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.

LBPSY3202

心理学概論Ⅱ

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.

LBPSY3203

心理学研究法Ⅰ

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.

LBPSY3204

心理学研究法Ⅱ

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
興味がある論文を読み、研究計画書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

授業コード

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／山 祐嗣／池上 知子／佐伯 大輔

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

授業コード

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／山 祐嗣／池上 知子／佐伯 大輔

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／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／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.

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、二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）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 二つの平均値の差の検定
第4回 t検定の実践
第5回 分散分析とは
第6回 1要因分散分析（対応がない場合）
第7回 1要因分散分析（対応がある場合）
第8回 1要因分散分析の実践
第9回 2要因分散分析（2要因とも対応がない場合）
第10回 2要因分散分析（混合要因の場合）
第11回 2要因分散分析（2要因とも対応がある場合）
第12回 2要因分散分析の実践
第13回 相関係数とは
第14回 重回帰分析とは
第15回 相関係数・重回帰分析の実践
●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、その都度質問を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課題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
本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
本科目の到達目標は、自分の研究課題に対して、どのようなデータを用いて、どのような分析を行い、どのように結
果の解釈を行うかを自身で行えるようになることである。
また、地理学や心理学では多変量解析を用いた研究が多数あり、自身で既存の研究手法を理解できるようになること
である。
●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。
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の原理について学習し、学術情報総合センタ
ーの端末室のSPSSを用いて多変量解析を実際に行う。

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.

LBPSY3207

神経・生理心理学特論

授業コード

L222090010
単位数

Special Studies in Neuro- and Physiological Psychology
授業形態

担当教員名

講義

川邉 光一

2単位

●科目の主題
人間や動物の精神機能および、その結果として表出される行動は、微視的レベルで見ると脳を中心とした神経系の活
動にその起源があるといえるであろう。生理心理学、行動神経科学といわれる学問領域は、精神活動や行動と、脳・神
経系を中心とした身体の生理的機構との間の関係について研究する学問である。ここでは、生理心理学における必須知
識である脳・神経系に関する生物学的知見についての講義の後に、脳・神経系と精神機能との関係についての講義を行
う。
●到達目標
本講義では、神経系の構造とその情報伝達の仕組みについての基本的知識を習得してもらうことを第一の目的とする。
また、学習・記憶を中心とした高次精神機能と中枢神経系の関係について概説することにより、精神・行動と脳・神経
系の関係についての理解を深めてもらうことを第二の目的とする。特に、学習・記憶やストレスといった経験にもとづ
く事象が、脳内の神経細胞にどのような変化をもたらすかということについて議論を進めていきたい。
●授業内容・授業計画
本講義の主たる目標は以下の2点である。(1)脳・神経系の構造・機能とその情報伝達の仕組みについての基本的知識を
習得する。(2)学習・記憶を中心とした高次精神機能と中枢神経系の関係についての理解を深める。

第１回 オリエンテーション
第２回 脳の構造と機能(1)
第３回 脳の構造と機能(2)
第４回 神経系を構成する細胞とその機能
第５回 神経系における情報伝達機構(1)：神経細胞内の情報伝達
第６回 神経系における情報伝達機構(2)：シナプスの情報伝達
第７回 神経系における情報伝達機構(3)：神経伝達物質と受容体
第８回 受容体薬理学の基礎
第９回 学習・記憶の脳内機構(1)：記憶と脳
第１０回 学習・記憶の脳内機構(2)：海馬と記憶
第１１回 学習・記憶の脳内機構(3)：神経細胞・シナプスの可塑性
第１２回 学習・記憶の脳内機構(4)：長期増強と長期抑圧
第１３回 高次認知機能における前頭前野の役割
第１４回 ストレスと脳(1)：ストレス反応とは
第１５回 ストレスと脳(2)：ストレス反応の生理的機序
●事前・事後学習の内容
授業ノートや配布資料、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
学期末に行う試験の成績を基本とするが、これに出席点も加味する。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
この講義の前半は脳や神経系の生物学的知識の概説となる。ここでは専門的な用語が頻出するが、これらは生理心理
学において必須の知識となるので努めて習得してもらいたい。また、心理学の研究方法への理解を深めてもらうため、
授業時間内に質問紙調査に協力を求めたり、授業時間外に実験への参加協力を要請する場合もある。受講者は、これら
に積極的に参加、協力してほしい。
なお、本科目は公認心理師科目「神経・生理心理学」に対応している。
●参考文献・教材
参考書
カールソン, N.R.（泰羅雅登・中村克樹 監訳）『神経科学テキスト—脳と行動』（第4版） 丸善
ピネル, J.P.J. （佐藤敬ら 訳）『バイオサイコロジー：脳—心と行動の神経科学』 西村書店

授業科目名

科目NO.

LBPSY3208

知覚・認知心理学特論

授業コード

L222100010
単位数

Special Studies in Psychology of Perception and Cognition
授業形態

担当教員名

講義

山 祐嗣

2単位

●科目の主題
認知心理学の、知覚や記憶・思考についての知識を獲得することと、実験データから何がいえるのか、実験データを
どのように説明するのかといった、科学的な思考態度を養うことを目的とする。
●到達目標
認知心理学は、人間を、情報処理を行なう能動性をもった認識主体とみなして研究する学問領域である。本講では、
認識の基本的な領域である知覚や記憶・思考について、ときには簡単なデモ実験などを行いながら理解を深める。
●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 認知心理学の誕生まで
第２回 認知心理学における進化心理学
第３回 知覚
第４回 注意
第５回 意識
第６回 記憶(1)
第７回 記憶(2)
第８回 記憶(3)
第９回 思考(1)
第１０回 思考(2)
第１１回 思考(3)
第１２回 思考(4)
第１３回 合理性規範
第１４回 文化の影響(1)
第１５回 文化の影響(2)
●事前・事後学習の内容
配布された資料を用いて復習を行い、紹介された文献を読む。
●評価方法
学期末に行う最終試験によって評価する。
●受講生へのコメント
認知心理学の研究法についての理解を深めるために、授業に関連する領域の心理学実験・調査を行うことがある。実
際に体験してみてほしい。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
服部雅史ほか『基礎から学ぶ認知心理学—人間の認識の不思議』 有斐閣 2015
参考書
山 祐嗣 『思考・進化・文化—日本人の思考力』 ナカニシヤ書店 2003
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』 2015
山 祐嗣 『「生きにくさ」はどこからくるのか―進化が生んだ二種類の精神システムとグローバル化』 2019

授業科目名

科目NO.

LBPSY3210

発達心理学特論

授業コード

L222120010
単位数

Special Sudies in Developmental Psychology
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「発達」とは、出生から死に至るまでの心身の系統的変化を指す。発達心理学では、ヒトの発達に関
する現象を説明するために、これまでに多くの理論が提案され、実験・調査による理論の検証が試みられてきた。この
授業では、ヒトの発達に関する研究から主なものをいくつか選び概説する。さらに、ヒトや動物の行動を幅広く説明す
る行動分析学の立場から、発達現象をどのように分析できるかを紹介する。
●到達目標
授業で紹介される研究内容（理論の内容、実験・調査の内容）について理解し、説明ができるようになることを到達
目標とする。
●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 発達とは
第２回 発達研究の歴史
第３回 遺伝と環境
第４回 発達の研究方法
第５回 発達段階と発達の理論（1）
第６回 発達段階と発達の理論（2）
第７回 発達段階と発達の理論（3）
第８回 発達の概要（1）
第９回 発達の概要（2）
第１０回 発達の概要（3）
第１１回 行動分析学から見た発達（1）
第１２回 行動分析学から見た発達（2）
第１３回 行動分析学から見た発達（3）
第１４回 行動分析学から見た発達（4）
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：各回のキーワードを授業までに調べる。
事後学習：授業内容について理解が不十分な点を復習する。
●評価方法
平常点と期末試験により評価する。
●受講生へのコメント
（1）心理学の研究方法への理解を深めてもらうため、授業終了後に質問紙調査への協力を求めたり、授業時間外に行
われる実験への参加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。
（2）本科目は、「公認心理師」受験資格の取得に必要な科目「発達心理学」に対応している。
●参考文献・教材
授業内で適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

LBPSY3212

感情・人格心理学特論

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.

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

谷口 友梨

2単位

●科目の主題
近年、急速にグローバル化が進む社会で様々な文化を持つ人々と接する機会が増え、共生することが求められている。
人々のものの考え方や行動は、その人のもつ文化によって大きく規定されている。本授業では文化がどのように我々に
影響しているのか、また文化差とはいかなるものであるのかについて、文化心理学の研究知見に基づきながら講じ、文
化と人間の関係について考察する。
●到達目標
主として、心理学コースの学生が、文化心理学の分野で卒業論文を作成するために必要な専門的知識や教養を習得で
きるようにする。
●授業内容・授業計画

以下の内容を予定しているが、受講生の状況に応じて内容を入れ替えたり深めたりするなど、臨機応変に対
応する。
1. イントロダクション：文化心理学とは
2. 文化と自己観
3. 文化と自己の一貫性
4. 文化と原因帰属
5. 文化と動機づけ
6. 文化と感情：道徳性
7. 文化と感情：謝罪
8. 文化と感情：釈明
9. 文化と幸福感
10. 比較文化研究のまとめ
11. 日本人論の再考
12. 文化がもつ意味
13. 文化ステレオタイプ
14. まとめ
15. 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
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
外に行われる心理学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、協力してほしい。
●参考文献・教材
教科書は使用しない。適宜プリントを配布する。
参考文献
増田貴彦・山岸俊男（著）『文化心理学：心がつくる⽂化、⽂化がつくる⼼』（上下） 培風館．
木戸彩恵・サトウタツヤ（編）『文化心理学：理論・各論・方法論』 ちとせプレス．
高野陽太郎（著）『「集団主義」という錯覚：日本人論の思い違いとその由来』 新曜社．

授業科目名

科目NO.

LBPSY3215

心理的アセスメント特論

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
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.

LBPSY3305

心理学特講Ⅱ

授業コード

L222190010
単位数

Selected Topics in PsychologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

森口 佑介

2単位

●科目の主題
発達認知神経科学論
●到達目標
認知発達とその脳内機構を理解する
●授業内容・授業計画

1.イントロダクション
2.認知発達理論小史
3.脳の基礎知識
4.脳の発達
5.実行機能
6.実行機能の発達
7.実行機能の発達の個人差
8実行機能の介入
9.自己認識
10.自己認識の発達
11.心の理論の発達
12.想像力
13.メンタルタイムトラベル
14.まとめ
●事前・事後学習の内容
授業までに参考書に目を通しておくこと。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
平常点(50%)および最終レポート(50%)
●受講生へのコメント
受講人数にもよるが，何らかの発表をさせる可能性がある
●参考文献・教材
参考書：森口佑介『自分をコントロールする力

非認知スキルの心理学』（講談社現代新書）

授業科目名

科目NO.

LBPSY3216

心理学統計法

授業コード

L222210010
単位数

Psychological Statistics
授業形態

担当教員名

講義

片山 綾

2単位

●科目の主題
心理学において、質的なデータや小標本のデータを扱うにあたり、統計的仮説検定を理解し有効に使えることは重
要である。本講ではまず推測統計の基本原理について学び、その後、種々のケースにおいて用いられる検定法について、
その理論と実践の両面にわたって講ずる。
●到達目標
この授業の到達目標は、授業で紹介する検定法の適用の仕方に習熟するとともに統計的仮説検定の本質を理解する
ことである。
●授業内容・授業計画

主として、推測統計の基本的な考え方と検定法を説明する。おおよその授業計画は以下の通りである。
第1回 推測統計の基礎
第2回 パラメトリック検定とノンパラメトリック検定法とは
第3回 2項検定・カイ2乗検定
第4回 Fisherの直接法・McNemarの検定
第5回 CochranのQ検定
第6回 逆正弦変換法
第7回 Wilcoxonの順位和検定
第8回 符号つき順位検定
第9回 Kruskal-Wallisの検定
第10回 Friedmanの検定
第11回 ノンパラメトリック検定法の基本原理
第12回 シミュレーションによるランダマイゼーション検定
第13回 t検定
第14回 分散分析
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、公認心理師科目「心理学統計法」に対応する。
●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）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
（2）繁桝算男・山田剛史 (編)(2019)『公認心理師の基礎と実践5 心理学統計法』 遠見書房

授業科目名

科目NO.

LBEDU3201

教育学概論Ⅰ

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 オリエンテーション
第2回 学校教育
第3回 社会教育
第4回 家庭教育
第5回 公教育と私教育
第6回 義務教育
第7回 教育行政
第8回 教育権
第9回 特別権力関係
第10回 教育と政治
第11回 教育の公共性
第12回 教育経営
第13回 社会変動と教育
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

教育方法学Ⅰ

授業コード

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『エミール』に関する基本的事項
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 デューイ『学校と社会』に関する基本的事項
第8回 デューイ『学校と社会』をめぐって①（【テキストⅡ】）
第9回 デューイ『学校と社会』をめぐって②（【テキストⅡ】）
第10回 デューイ『学校と社会』をめぐって③（【テキストⅡ】）
第11回 デューイ『学校と社会』をめぐって④（【テキストⅡ】）
第12回 『エミール』と『学校と社会』の共通点と相違点
第13回 『エミール』と『学校と社会』の今日的意義
第14回 教育方法学における『エミール』と『学校と社会』の可能性
●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
・授業への参加状況と提出物（50％）
・期末レポート（50％）
●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＞【テキストⅠ】：J・J・ルソー（1962）『エミール〈上〉』今野一雄訳、岩波文庫．【テキスト
Ⅱ】：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（2004）『現代教育方法事典』 図書文化社．日本教育方法学会編（2009）『日本の授業研究』
（上・下巻） 学文社．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．

授業科目名

科目NO.

LBEDU3301

授業コード

教育方法学Ⅱ

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.

LBEDU3302

比較・国際教育学

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、日本の教育文化や教育制度の特徴、課題を考察する。具体的には諸外国における学校給食、教員養成制度の比
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状況や、教員養成制度を学ぶことにより、文化面、制度面から日本の教育の特徴を理解す
ることができる。
（３）多様性という言葉の持つ意味を理解し、人権が尊重される社会の創造に積極的にかかわることができる。
●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 日本の学校給食
第６回 韓国の学校給食
第７回 学校給食を取り巻く課題－日韓比較から－
第８回 ワークショップ（諸外国における学校教育Ⅰ）
第９回 ワークショップ（諸外国における学校教育Ⅱ）
第10回 教員養成の国際比較Ⅰー日本の教員養成ー
第11回 教員養成の国際比較Ⅱー諸外国の教員養成ー
第12回 日本社会の多文化化
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。
●評価方法
平常点30%、発表20%、小レポート10%、定期試験40%
但し、出席率が70％未満の学生は本科目の到達目標を達成するのが困難であるため、定期試験の評価を行わない。
評価の観点は以下の通り。
比較教育学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／
多様性が尊重される社会を創るために教育が果たす役割について理解出来る
●受講生へのコメント
講義形式と受講生による調査・報告、ディスカッション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.

LBEDU3204

教育学研究法Ⅰ

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.

LBEDU3303

授業コード

教育学研究法Ⅱ

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.

LBEDU3205

授業コード

教育学実習

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.

LBEDU3206

教育学演習Ⅰ

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.

LBEDU3304

L223100010

授業コード

教育学演習Ⅱ

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。
第１回 ガイダンス
第２回 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）
第３回 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）
第４回 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）
第５回 広田照幸『ヒューマニティーズ 教育学』（岩波書店、2009年）
第６回 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）
第７回 広田照幸『思考のフロンティア 教育』（岩波書店、2004年）
第８回 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）
第９回 丸山真男『日本の思想』（岩波新書、1961年）
第10回 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）
第11回 上田誠二『＜混血児＞の戦後史』（青弓社、2018年）
第12回 相澤真一ほか『子どもと貧困の戦後史』（青弓社、2016年）
第13回 M.ウェーバー『理解社会学のカテゴリー』（岩波文庫、1968年）
第14回 山住正己編『福沢諭吉教育論集』（岩波文庫、1991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）20％、毎回提出するレジュメ80％で評価する。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.

LBEDU3207

授業コード

教育学演習Ⅲ

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.

LBEDU3305

授業コード

教育学演習Ⅳ

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回 子どもの格差・貧困の現状①（テキストⅠ）
第3回 子どもの格差・貧困の現状②（テキストⅡ）
第4回 子どもの格差・貧困の現状③（テキストⅢ）
第5回 子どもの格差・貧困の現状④（テキストⅣ）
第6回 子どもの貧困対策と教育支援①（テキストⅤ）
第7回 子どもの貧困対策と教育支援②（テキストⅥ）
第8回 子どもの貧困対策とスクールソーシャルワーク①（テキストⅦ）
第9回 子どもの貧困対策とスクールソーシャルワーク②（テキストⅧ）
第10回 教育と福祉の連携①（テキストⅨ）
第11回 教育と福祉の連携②（テキストⅩ）
第12回 教育と福祉の連携③（テキストⅪ）
第13回 教育と福祉の連携④（テキストⅪ）
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
・授業への参加状況と発表及び提出物（40％）
・期末レポート （60％）
●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】阿部彩 （2014） 『子どもの貧困Ⅱ ： 解決策を考える』 岩波新書．【テキストⅣ】松本伊知朗（2019）「な
ぜ、どのように、子どもの貧困を問題にするのか」松本伊知朗・湯澤直美編著『生まれ、育つ基盤：子どもの貧困と家

族・社会』（シリーズ子どもの貧困①）明石書店．【テキストⅤ】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』明石書店．【テキストⅥ】堅田香織里（2019）「『子
どもの貧困』再考：『教育』を中心とする『子ども貧困対策』のゆくえ」佐々木宏・鳥山まどか編著『教える・学ぶ：
教育に何ができるか』（シリーズ子どもの貧困③）明石書店．【テキストⅦ】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．【テキストⅧ】金澤ますみ（2019）「『学校以前』を直視する：学校現場
で見える子どもの貧困とソーシャルワーク」佐々木宏・鳥山まどか編著『教える・学ぶ：教育に何ができるか』（シリ
ーズ子どもの貧困③）明石書店．【テキストⅨ】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．【テキスト
Ⅹ】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．【テキスト】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．
＜参考文献＞以下の他にも随時紹介する。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．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．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．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．

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・授業と教育行政
第5回 教職員と教育行政
第6回 中央の教育行政
第7回 地方の教育行政
第8回 社会教育と教育行政
第9回 家庭教育・保育と教育行政
第10回 教育行政における公・私の問題
第11回 教育課程行政
第12回 教育財政の制度
第13回 教育行政の改革課題
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.

LBEDU3208

教育史

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 小学校教育の展開
第５回 中等教育の形成
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 子どもの労働環境と教育制度
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 戦時下の教育
第１３回 敗戦後の教育改革
第１４回 戦後における子ども
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習：事前配布するレジュメ・資料を、講義までに読んでおくこと。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（100％）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現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。
石川松太郎『往来物解題辞典』解題編・図版編、大空社、2001年
金馬国晴 安井一郎『戦後コア・カリキュラム研究資料集』東日本編、クロスカルチャー出版、2018年
金馬国晴 安井一郎『戦後コア・カリキュラム研究資料集』西日本編、クロスカルチャー出版、2019年
東京都立研究所編『戦後東京都教育史』上（教育行政編）中（学校教育編）下（社会教育編）、1964-1967年
奈良県教育百二十年史編さん委員会『奈良県教育百二十年史』 本編・資料編、1995年
日本教職員組合『日教組五十年史』労働教育センター、1997年
日本教職員組合『日教組五十年史資料集』労働教育センター、1997年
三好学編『授業日誌』上・下、岩村町教育委員会1993年

授業科目名

科目NO.

LBEDU3209

教育メディア論

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／演習

深見 俊崇

2単位

●科目の主題
学校現場におけるICT環境の整備に伴い，ICTを各教科等の指導で用いるだけでなく，児童・生徒の情報活用能力を育
成することが教師に求められている。そのため，教師は，授業等において自らがICTを活用するに留まらず，児童・生
徒が主体的にICTを活用できる授業や学習環境をデザインせねばならない。
また，海外においては，インターネットによる教育の変化やプログラミングやゲームを用いた創造的な実践等の新し
い試みが様々に見られるようになっている。
本講義では，授業等においてICTを積極的に活用し，児童・生徒の情報活用能力を育むための基礎的な知識やフレーム
ワークを身に付けることを第1の目的とする。そして，海外における教育実践を踏まえ，日本における教育そのものの
あり方を再考することを第2の目的とする。
●到達目標
情報活用能力の育成を踏まえた児童・生徒の主体的なICT活用につながる学習方法や学習環境を提案できる。インタ
ーネットがもたらす教育の変化やプログラミングやゲームを用いた創造的な実践の可能性を考察できる。ペアやグルー
プでの制作活動を通じて21世紀型スキルを基盤とした学習プロセスのイメージを獲得できる。
●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
第2回 情報教育とICT活用
第3回 ICT活用の実際（海外の動向を踏まえて）
第4回 ICT活用の実際（国内の実践事例）
第5回 情報モラル
第6回 メディア・リテラシー
第7回 メディア・リテラシーの視点を踏まえた映像制作
第8回 メディア・リテラシーの視点を踏まえた映像制作／発表会
第9回

プログラミング教育

第10回 プログラミングの実践
第11回 プログラミングの実践／成果発表会
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「教育の情報化に関する手引」を読んでおくこと。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html
すべて読むのが理想的だが、かなりのボリュームがあるので以下の部分については必ず目を通すこと。
一、第2章、第3章、第4章第1節・第2節、第6章
一、第4章第3節以降の小・中・高のいずれかの教科等を選んで校種ごとを比較しながら確認する。
●評価方法
授業における課題（50％）＋レポート（50％）授業における課題は以下の通り・ディスカッション等についての取り
組み（ワークシート）
・毎回の授業に関するふり返りコメント（Webフォーム）
・映像制作課題（作品の評価）

・プログラミング課題（作品の評価）
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。
また，映像制作等ペアもしくはグループで取り組む課題がいくつか設定しているので，チームでの協働が不可欠であ
る。
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：
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
サルマン・カーン（2013）『世界はひとつの教室』，ダイヤモンド社
ジェイン・マクゴニガル（2011）『幸せな未来は「ゲーム」が創る』，早川書房

授業科目名

科目NO.

LBEDU3308

授業コード

教育学特講Ⅰ

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——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.

LBEDU3309

授業コード

教育学特講Ⅱ

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 論考2「教育における暴力・暴言はなぜなくならないか」
第５回 ブラック校則・ブラック部活動からみえる学校文化
第６回 成長主体としての子どもの可能性と子どもの権利
第７回 論考3「教師の成長とはどのような変化か」
第８回 子どもという存在と教育者の役割
第９回 教えることと学ぶことの関係と「教育」の危険性
第10回 論考4「子どもたちは教師の何をみているか」
第11回 教育学研究の特徴と魅力
第12回 論考5「子どもたちはどのように学びを進めていくか」
第13回 学校教育の果たす役割と学校づくり
第14回 新たな学びを創出する学校と教師の専門性
●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.

LBGEO3201

地理学概論Ⅰ

授業コード

L224010010
単位数

General GeographyⅠ
授業形態

担当教員名

講義

山﨑 孝史

2単位

●科目の主題
本講義は、現代社会を地理学的に理解する一つの手段として、政治という側面について考えます。政治地理学の入門
編として、政治地理学の理論と分析方法について講述したあと、事例研究を紹介し、政治を地理学的に研究する有効性
について解説します。本講義によって、政治的事象が空間や場所といかに密接に結びついているかを理解できるように
なるでしょう。
●到達目標
1. 近代政治地理学の展開を批判的に振り返りながら、国際社会の変動を理解する視座として政治地理学の有効性を理
解します。 2. マルチ・スケールの観点から、空間・場所・領域に関する政治地理学的理論を理解します。3. コンテク
スト・スケール・言説という概念を用い、グローバル／ローカルな政治事象の分析方法を把握します。4. 以上の理論
的・概念的理解をもとに、政治地理学的な事例研究へのアプローチを習得します。
●授業内容・授業計画

第1回 講義の構成
第2回 政治地理学の起源と地政学の盛衰
第3回 政治地理学の展開と課題
第4回 討論：学問と戦争
第5回 空間分析批判
第6回 場所の政治的意味
第7回 人間の領域性
第8回 討論：辺境の保守化
第9回 コンテクストの政治
第10回 スケールの政治
第11回 言説の政治
第12回 討論：地政言説の「真偽」
第13回 戦後沖縄における領域と政治行動
第14回 リスケーリングの政治としての大阪都構想
●事前・事後学習の内容
事前学習として、毎週講義前に教科書の指定章を読み、講義ホームページ（あるいは学習管理システム）で示される
各週の課題を考察し、その回答（あるいは討論時に発言したい内容）を当該講義時に持参し、講義後に提出してくださ
い（週レポート課題）。 翌週に教員のコメントを付して返却しますので、事後学習として回答内容を確認の上、期末レ
ポート執筆の参考としてください。
●評価方法
週リーディングレポート（評価配分50点）および期末レポート（評価配分50点）もしくは討論への参加（評価配分50
点）から評価します。討論の参加者（ディベーター）は希望者数名を募りますが、選ばれた者は2名ずつに分かれ各回討
論のテーマに関して指定された立場から主張します。ディベーターには期末レポートの提出が免除されます。評点が60
点以上の受講生を合格とします。
●受講生へのコメント
講義のホームページにはトップページに「授業に関するおしらせ」というリンクがあります。各週課題の設問、講義
中に伝え切れなかった事項、あるいはレポートに関わる情報を掲示しますので、こまめに確認して下さい。また、「質
問フォーム」も設置されていますので、講義に関する意見や質問などもお寄せください。尚、電子メールによる個別の
質問・相談も受け付けます。
●参考文献・教材
本講義のテキストは山﨑孝史『政治・空間・場所―「政治の地理学」にむけて［改訂版］』（ナカニシヤ出版、2013
年）です（旧版ではありませんのでご注意ください）。受講生は入手しておいて下さい。それ以外に必要な教材は講義
ホームページ等を通して指示します。

授業科目名

科目NO.

LBGEO3202

地理学概論Ⅱ

授業コード

L224020010
単位数

General GeographyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

菅野 拓

2単位

●科目の主題
地理学に固有の視点のひとつは、地域の多様性へ関心を向け、それが生じる原因を説明することです。本講義では
近現代を対象に、ある地域がどのように生み出され、存在しているのかを説明するための、基本的な考え方を学ぶと同
時に、日本を中心とした具体的事例を検討し、現在の地域を分析します。その際、近代以降拡張しつづける都市を焦点
とします。
●到達目標
ある地域がどのように生み出され、存在しているのかを説明するための基礎的な事項や概念の獲得を目指します。
●授業内容・授業計画

第１回：イントロダクション―なぜ地域が多様に存在するのか ―
＜近代と地域＞
第２回：近代と地域の変容
第３回：自然の取り扱い方
第４回：ツーリズムの誕生
第５回：グローバリゼーションと中心・周辺
第６回：消費・移動・格差
＜都市＞
第７回：都市を理解する試み
第８回：都市計画と博覧会
第９回：都市問題の解決
第１０回：都市像の展開
＜現代日本の地域形成＞
第１１回：地域形成の歴史1―人口・産業―
第１２回：地域形成の歴史2―政治・行政―
第１３回：地域政策の展開
第１４回：ローカルガバナンス
●事前・事後学習の内容
講義中に配布・指示する資料で各自予習・復習してください。必要に応じて紹介する文献、映画などを参照してく
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「近代と地域」（第２回 第６回）、第二部「都市」（第７回 第１０回）、第三部
「現代日本の地域形成」（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。
●参考文献・教材
水内俊雄・加藤政洋・大城直樹（2008）『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
ハーヴェイ, D.（2006）『パリ―モダニティの首都―』青土社

授業科目名

科目NO.

LBGEO3203

地誌学Ⅰ

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EU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身につけることが
できる。
●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 試験
●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
（１）到達目標の達成度について評価をおこなう。
（２）評価方法は、論述形式の定期試験による（100％）
（３）合格（単位修得）のための最低基準は、講義内容に即して論理的な記述が出来ていることである。
●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。毎回、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.

LBGEO3204

授業コード

地誌学Ⅱ

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、アンケートや小テスト的なものを書いてもらいます。
1～2回に1回のペースで宿題（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.

LBGEO3205

地理学実験実習Ⅰ

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
各週課題（60%）、レポート課題（40%）で評価します。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.

LBGEO3206

地理学実験実習Ⅱ

L224060010

授業コード

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
を用いて演習形式で学ぶ。
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・データ分析を学んでも
らうので、必ず実験実習Ⅰも受講すること。
●到達目標
本科目の到達目標は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の考え方と使い方を学ぶことにより、地理学の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。
●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。出席点が80～90％、課題提出点が10～20％の配分で成績評価す
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.

LBGEO3302

地理学講読演習Ⅱ

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
（１）到達目標の達成度について評価をおこなう。
（２）評価方法は、授業内での演習発表（質疑、ディスカッションを含む）
（60％）、質問など議論への参加状況（40％）
（３）合格（単位修得）のための最低基準は、テキストの文意を把握するにとどまらず、選定した外国語文献の意義
や今後の課題について説明できることである。
●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
授業中に配布する。

授業科目名

科目NO.

LBGEO3207

授業コード

地理学野外調査実習Ⅰ

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.

LBGEO3303

授業コード

地理学野外調査実習Ⅱ

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、議論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
（１）到達目標の達成度について評価をおこなう。
（２）評価方法は、授業内での演習発表（質疑、ディスカッションを含む）
（60％）、質問など議論への参加状況（40％）
（３）合格（単位修得）のための最低基準は、テキストの文意を把握するにとどまらず、選定した論文の意義や今後
の課題について説明できることである。
●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、授業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
課題提出・発表（60点）、研究計画書（40点）から評価します。合計得点が60点以上の者を合格とします。
●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.

LBGEO3209

地図学

授業コード

L224140010
単位数

Cartography
授業形態

担当教員名

講義

木村 義成

2単位

●科目の主題
本科目では、現代社会の中で技術進展が著しい電子地図を中心に、電子地図の作成方法や管理、さらには電子地図の
利活用の仕方について解説する。
また、現代の地図作成に不可欠な技術であるGPS（Global Positioning System）についても解説する。
●到達目標
本講義を受講することにより、受講生は電子地図を単に見るだけでなく、どのように作成されているのか、どのよう
な利活用があるか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１～７回
・イントロダクション
・なぜ地理情報が必要なのか？
・私たちの世界で地理情報はどのように使われているのか？
・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
第８～１３回
・地理座標系
・投影座標系
・地図編集（取捨選択、転移、総描）
・地図編集（ベクトル入力）
・主題地図作成（コロプレスマップ作成）
第１４～１５回
・地理情報を取り巻く社会、総括、および期末課題提示
●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50％、学期末のレポート課題が
50％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。
単位修得のための最低基準は、受講生が電子地図の見方や作成方法、活用の仕方の理解のみならず、電子地図が持ち
うる問題点について検討できるようになることである。
●受講生へのコメント
「地理情報学」と内容はオーバーラップするところもあるが、地図を制作する際の取捨選択、転移、総描などの概念
など電子地図のみならず紙地図制作においても用いられてきた概念についても解説する。
本講義の成績評価方法をはじめとした詳細については第１回目のガイダンス時に解説する。したがって、第1回のガイ
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。
参考図書として、以下の書籍を紹介する。
浅見泰司、他編著『地理情報科学―GISスタンダード』古今書院.
マーク・モンモニア著『地図は嘘つきである』晶文社.
Paul A. Longley, et al．『Geographic Information Systems and Science』John Wiley & Sons.

授業科目名

科目NO.

LBGEO3211

L224160010

授業コード

地理学特講Ⅰ

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とを期待している。
●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
●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.

LBGEO3212

授業コード

地理学特講Ⅱ

L224170010
単位数

Special Lecture on GeographyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

濱田 琢司

●科目の主題
地域文化の価値付けと文化的消費
●到達目標
・地域と文化との関わりについて多面的に検討する視点を獲得できている。
・地域文化や民俗文化が創られるというプロセスの有り様を理解できている。
・地域文化消費の状況を，とくに工芸生産の事例から把握できている。
●授業内容・授業計画

第1回 地域と文化─イントロダクション─
第2回 創られるものとしての地域文化
第3回 文化的価値の生成を考える
第4回 地域文化と近代
第5回 近代における「文化の発見」と現代における活用①─柳田国男と柳宗悦─
第6回 近代における「文化の発見」と現代における活用②─地域おこしとの関わり─
第7回 文化の他者表象と自己表象①─沖縄を事例として─
第8回 文化の他者表象と自己表象②─沖縄文化の位置づけ─
第9回 文化の他者表象と自己表象③─沖縄らしさの展開─
第10回 工芸生産と文化的消費①─後進と改良─
第11回 工芸生産と文化的消費②─民芸運動─
第12回 工芸生産と文化的消費③─伝統意識の発生─
第13回 伝統工芸の「現代化」①─セレクトとコラボレーション─
第14回 伝統工芸の「現代化」②─まなざしと産業振興─
●事前・事後学習の内容
・初回授業時までに，とくに伝統的地域文化の文化的価値について考えてくること。
・第2回以降は，講義中に指示した課題について，必ず取り組むこと。
●評価方法
講義中課題（10%）・期末レポート（90%）
●参考文献・教材
講義中に指示する

2単位

授業科目名

科目NO.

LCJPN2101

国文学史Ⅰ

授業コード

L231010010
単位数

History of Japanese LiteratureⅠ
授業形態

担当教員名

講義

久堀 裕朗

2単位

●科目の主題
近世の国文学について、具体的な作品の紹介や読解をしながら、文学の創作と享受、伝統と革新、表現の特色と変遷
などについて講義する。今期は、十八世紀の浄瑠璃史について概説し、さらに具体的に作品を読解しつつ、時代背景と
作品内容との相関関係について考察を加える。
●到達目標
作品内容と作品が生まれた時代とは密接な相関関係があることを理解し、具体的な事例について説明することができ
る。
●授業内容・授業計画

第1回：本授業のガイダンス／近世の文学・演劇について
第2回：近松門左衛門の作品①
第3回：近松門左衛門の作品②
第4回：近松門左衛門の作品③／小レポート作成
第5回：文耕堂の作品①
第6回：文耕堂の作品②
第7回：文耕堂の作品③／小レポートＢ作成
第8回：竹田出雲・並木宗輔の作品①
第9回：竹田出雲・並木宗輔の作品②
第10回：竹田出雲・並木宗輔の作品③
第11回：竹田出雲・並木宗輔の作品④／小レポートＣ作成
第12回：近松半二の作品①
第13回：近松半二の作品②
第14回：近松半二の作品③／小レポートＤ作成
第15回：全体のまとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習
配布資料をよく読んでおくこと。
事後学習
小レポートに向けて自身で考察を深めること。
●評価方法
到達目標の達成度について、以下の通りの評価を行う。
評価方法とその割合：授業時の小レポート20％ 期末試験80％
合格（単位修得）のための最低基準：授業内容について、要点を適切にまとめることができる。
●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、授業での紹介を参考に、各自で作品全体や、さらに多くの
古典文学作品を読み進め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：授業時に詳しく指示する。

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

大坪 亮介

2単位

●科目の主題
日本古典文学の一大ジャンルともいうべき軍記物語について、特に代表的な作品である『平家物語』と『太平記』を
主たる対象としてテキストの読解を中心とした授業を行う。各作品の背景や多様な諸本の存在、さらには歴史との関わ
りといった事柄についても、隣接諸分野の知見を参照しつつ考察を加え、戦乱を活写した文学である軍記物語の特質を
浮き彫りにしていく。
●到達目標
・軍記物語のテキストを、その歴史的・文化的背景を視野に入れつつ理解する。
・中世特有の表現や語法に親しみ、軍記物語についての基礎的な知識を身につける。
●授業内容・授業計画

1.『平家物語』の成立
2.『平家物語』の表現世界
3.『平家物語』の歴史観
4.『平家物語』の諸本生成
5.『愚管抄』の世界
6.『承久記』の世界
7.『太平記』の成立
8.『太平記』の表現世界
9.『太平記』の歴史観
10.『太平記』の諸本生成
11.軍記物語と宗教
12.軍記物語と芸能
13.『平家物語』と近代日本
14.『太平記』と近代日本
●事前・事後学習の内容
（事前学習）それぞれの作品の内容をある程度理解しておく、できれば授業前に作品に目を通しておく。
（事後学習）プリントの内容をよく整理し、分からなかった言葉などは各自調べる。また、上記参考文献以外にも、
関連する書籍を積極的に読破しようとする姿勢が望ましい。
●評価方法
期末試験による。
●受講生へのコメント
古典テキストの読解がメインの授業であることをじゅうぶん理解した上で受講してほしい。
●参考文献・教材
プリント配布。

授業科目名

科目NO.

LCJPN3201

授業コード

国語学基礎論

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.

LCJPN3202

国語学方法論

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.

LCJPN3203

授業コード

国語国文学講読Ⅰ

L231050010
単位数

Reading in Japanese Language and Literature Ⅰ
授業形態

担当教員名

演習

奥野 久美子

2単位

●科目の主題
太宰治「人間失格」講読（前半）
●到達目標
太宰治の代表作「人間失格」を、草稿や原稿と比較しながら精読する。本文校訂と注釈を中心とし、一文一句をおろ
そかにしない読みにより、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

「人間失格」前半を受講生の人数に合わせて分割し、各自の担当箇所について調査研究し、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

ガイダンスと発表担当順決め

第2回

資料探索の方法

第3回

「人間失格」発表と討議1

第4回

「人間失格」発表と討議2

第5回

「人間失格」発表と討議3

第6回

「人間失格」発表と討議4

第7回

「人間失格」発表と討議5

第8回

「人間失格」発表と討議6

第9回

「人間失格」発表と討議7

第10回

「人間失格」発表と討議8

第11回

「人間失格」発表と討議9

第12回

「人間失格」発表と討議10

第13回

「人間失格」発表と討議11

第14回

まとめ

第15回 レポート試験
●事前・事後学習の内容
事前に全体を通読のうえ、毎回、考察対象となる箇所について再度熟読して疑問点をまとめておく。
発表準備には２～3週間程度を要するので、早めにとりかかること。
●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
教科書：太宰治『人間失格』（新潮文庫）ISBN: 978-4101006055
参考文献：『直筆で読む「人間失格」』（集英社新書ビジュアル版）
『太宰治全集』（筑摩書房、特に10巻、13巻）
その他授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCJPN3204

授業コード

国語国文学講読Ⅱ

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
太宰治「人間失格」講読（後半）
●到達目標
太宰治の代表作「人間失格」（後半）を、草稿や原稿と比較しながら精読する。本文校訂と注釈を中心とし、一文一
句をおろそかにしない読みにより、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

「人間失格」後半を受講生の人数に合わせて分割し、各自の担当箇所について調査研究し、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
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 まとめ
第15回 レポート試験
●事前・事後学習の内容
・発表の準備には最低2～3週間を要するので、早めにとりかかること。
・受講前に作品を通読し、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。事後にはさらに疑問点など
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と内容は連続するが、前期の受講を前提としない。後期のみの受講も可。
・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
教科書：太宰治『人間失格』（新潮文庫）ISBN: 978-4101006055
参考文献：『直筆で読む「人間失格」』（集英社新書ビジュアル版）
『太宰治全集』（筑摩書房、特に10巻、13巻）
その他授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCJPN3205

授業コード

国語国文学講読Ⅲ

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
『大和物語』講読
●到達目標
『大和物語』（伝為氏筆本）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

『大和物語』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『大和物語』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『大和物語』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 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、『大和物語』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

L231080010

授業コード

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 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.

LCJPN3301

国語国文学演習Ⅰ

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
近世の文学作品を対象に、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。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。
●到達目標
近世の文献について基本的な知識を身につけ、近世の文学作品に適切な注釈をほどこすことができる。
●授業内容・授業計画
浄瑠璃『源平布引滝』（三段目）精読。
『源平布引滝』は寛延2 (1749) 年大坂竹本座初演、並木千柳・三好松洛合作の時代浄瑠璃である。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近世の文学作品を精読していく。まず学期初めに、取り上げる作品
について概説し、読解に当たって留意すべき点、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：本授業のガイダンス／作品解説
第2回：文献調査方法／近世の板本について
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／中間整理①
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／中間整理②
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／中間整理③
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／中間整理④
第15回：全体の整理／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
到達目標の達成度について、以下の通りの評価を行う。
評価方法とその割合：授業時の発表と期末レポート80％ 授業時の小テスト20％
合格（単位修得）のための最低基準：近世の文献について基本的な知識を身につけ、担当箇所について適切に発表す
ることができる。
●受講生へのコメント
担当範囲だけではなく、取り上げる作品全体を読みこみ、毎回積極的に授業参加すること。
●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.

LCJPN3302

国語国文学演習Ⅱ

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
近世の文学作品を対象に、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。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。
●到達目標
作品注釈能力を高め、近世の文学作品に適切な注釈をほどこすことができる。
●授業内容・授業計画

浄瑠璃『鬼一法眼三略巻』（三段目）精読。
『鬼一法眼三略巻』は享保16年（1731）大坂竹本座初演、文耕堂・長谷川千四合作の時代浄瑠璃である。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：本授業のガイダンス／作品解説
第2回：文学史における当該作品の位置づけについて
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／中間整理①
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／中間整理②
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／中間整理③
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／中間整理④
第15回：全体の整理／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
到達目標の達成度について、以下の通りの評価を行う。
評価方法とその割合：授業時の発表と期末レポート80％ 授業時の小テスト20％
合格（単位修得）のための最低基準：作品注釈能力を身につけ、担当箇所について適切に発表することができる。
●受講生へのコメント
担当範囲だけではなく、取り上げる作品全体を読みこみ、毎回積極的に授業参加すること。
●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

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.

LCJPN3305

国語国文学演習Ⅴ

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 言葉の意味変化に関する概説(1)
第３回 言葉の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.

LCJPN3207

授業コード

国語国文学特講Ⅰ

L231150010
単位数

Special Lecture in Japanese Language and LiterartureⅠ
授業形態

担当教員名

講義／演習

奥野 久美子

2単位

●科目の主題
芥川龍之介の未定稿研究（前半）：文学作品を「読める」状態にするために必要なのは、本文校訂と注釈である。芥
川龍之介の作品の場合、丁寧な校訂と注釈がなされた全集（岩波書店『芥川龍之介全集』全24巻）が既にあるが、その
第22巻に収められている未定稿には、後記による概説はあるものの、注釈は付されていない。そこには、発表された完
成作品の草稿とみられるものも、全く発表されなかった未定稿も収められている。この授業では、まず教員による未定
稿・草稿・原稿類の研究についての概説の後、同全集第22巻の中から、受講生がそれぞれ研究したい未定稿を選び、自
身で校訂と注釈、および解題をつける作業を行う。その研究過程と授業での発表、および全体討議と再調査を通じて、
読めなかったものを読めるようにしてゆく近代文学研究の面白さ、および、文学作品を後世に残すために必要な基礎研
究の重要性を学び、身につけることを目的とする。
●到達目標
近代文学研究の基礎を実践により身につける。また、一般読者の目には触れない未定稿、草稿類の研究により、作品
をその成り立ちや背景に遡って考究することの面白さを経験し、作品に対する理解や資料の重要性の認識を深める。
●授業内容・授業計画

1.ガイダンス（１）講義：授業内容と調査研究方法について、および発表の順番決め
2.ガイダンス（２）講義：芥川龍之介の未定稿・草稿について、および各自の担当作品を選定
3.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（１）
4.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（２）
5.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（３）
6.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（４）
7.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（５）
8.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（６）
9.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（７）
10.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（８）
11.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（９）
12.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（10）
13.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（11）
14.まとめ
15．レポート試験
受講生が各自で選んだ作品について、校訂・注釈・解題を中心とする研究発表を行う。発表者以外の受講生は、発表内
容を聞き、疑問点や問題点を指摘し、全体討議を行う。発表者は再調査のうえ翌週に補足発表を行う。一人（一作品）あ
たり授業約１回と3分の1程度を使う予定であるが、発表内容や進捗状況により、スケジュールを適宜調整する。
●事前・事後学習の内容
・発表の準備には、最低でも2週間程度を要する。担当が決まり次第、早めに準備にとりかかること。準備の手順につ
いては授業で指示する。
・自らの発表以外の時にも、対象作品や関連資料については授業までに下読みをして、疑問点を整理しておくこと。
・討議によって出された課題については、発表者もほかの受講生も、授業後に整理して次回までに調査や考察をしてお
くこと。
●評価方法
発表内容（60％）、討論への積極的な参加姿勢など受講態度（10％）、期末レポート（30％）により評価する。
●受講生へのコメント
授業では積極的に意見を出し討論を深める努力をすること。
●参考文献・教材
・教科書：芥川龍之介 『芥川龍之介全集第22巻』 (岩波書店) （初版・第2刷どちらでも）をできるだけ購入すること。
ただし、出版社での在庫不足により入手困難の場合は、授業中に対応を指示する。
・参考書：授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCJPN3208

授業コード

国語国文学特講Ⅱ

L231160010
単位数

Special Lecture in Japanese Language and Literature Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義／演習

奥野 久美子

2単位

●科目の主題
芥川龍之介の未定稿研究（後半）：文学作品を「読める」状態にするために必要なのは、本文校訂と注釈である。芥
川龍之介の作品の場合、丁寧な校訂と注釈がなされた全集（岩波書店『芥川龍之介全集』全24巻）が既にあるが、その
第22巻に収められている未定稿には、後記による概説はあるものの、注釈は付されていない。そこには、発表された完
成作品の草稿とみられるものも、全く発表されなかった未定稿も収められている。この授業では、まず教員による未定
稿・草稿・原稿類の研究についての概説の後、同全集第22巻の中から、受講生がそれぞれ研究したい未定稿を選び、自
身で校訂と注釈、および解題をつける作業を行う。その研究過程と授業での発表、および全体討議と再調査を通じて、
読めなかったものを読めるようにしてゆく近代文学研究の面白さ、および、文学作品を後世に残すために必要な基礎研
究の重要性を学び、身につけることを目的とする。
●到達目標
近代文学研究の基礎を実践により身につける。また、一般読者の目には触れない未定稿、草稿類の研究により、作品
をその成り立ちや背景に遡って考究することの面白さを経験し、作品に対する理解や資料の重要性の認識を深める。
●授業内容・授業計画

1.ガイダンス（１）講義：授業内容と調査研究方法について、および発表の順番決め
2.ガイダンス（２）講義：芥川龍之介の未定稿・草稿について、および各自の担当作品を選定（前期の同授業
で扱った作品を除く）
3.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（１）
4.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（２）
5.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（３）
6.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（４）
7.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（５）
8.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（６）
9.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（７）
10.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（８）
11.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（９）
12.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（10）
13.芥川龍之介未定稿作品（全集第22巻所収）の研究と発表・討議（11）
14.まとめ
15．レポート試験
受講生が各自で選んだ作品（前期の同授業で扱ったものは除く）について、校訂・注釈・解題を中心とする研究発表を
行う。発表者以外の受講生は、発表内容を聞き、疑問点や問題点を指摘し、全体討議を行う。発表者は再調査のうえ翌週
に補足発表を行う。一人（一作品）あたり授業約１回と3分の1程度を使う予定であるが、発表内容や進捗状況により、ス
ケジュールを適宜調整する。
●事前・事後学習の内容
・発表の準備には、最低でも2週間程度を要する。担当が決まり次第、早めに準備にとりかかること。準備の手順につ
いては授業で指示する。
・自らの発表以外の時にも、対象作品や関連資料については授業までに下読みをして、疑問点を整理しておくこと。
・討議によって出された課題については、発表者もほかの受講生も、授業後に整理して次回までに調査や考察をして
おくこと。
●評価方法

発表内容（60％）、討論への積極的な参加姿勢など受講態度（10％）、期末レポート（30％）により評価する。
●受講生へのコメント
前期の「国語国文学特講Ⅰ」と内容が連続するが、同授業の受講を前提とはしない。後期のみの受講も可。
授業では積極的に意見を出し討論を深める努力をすること。
●参考文献・教材
・教科書：芥川龍之介 『芥川龍之介全集第22巻』 (岩波書店) （初版・第2刷どちらでも）をできるだけ購入すること。
ただし、出版社での在庫不足により入手困難の場合は、授業中に対応を指示する。
・参考書：授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCJPN3307

国語国文学特論

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

講義／演習

佐野 宏

2単位

●科目の主題
古代日本文学における歌謡及び和歌作品について、後世の歌語以前の「文脈付帯語彙」の形成過程について考察を行
う。
●到達目標
萬葉集、古事記、日本書紀、風土記といった上代作品についての基礎知識の確認と、それらを研究対象とする場合の
学的方法について説明できることを目的とする。
●授業内容・授業計画

"第1回 上代語概説①語彙
第2回 上代語概説②音韻
第3回 上代語概説③文法（活用）・付；特殊語法
第4回 上代語概説④文法（副助詞と係助詞）
第5回 上代語概説⑤文法（推量の助動詞の解釈をめぐって）
第6回 上代語資料概説①；資料の範囲、木簡及び出土資料群
第7回 上代語資料概説②：日本文学史上の上代文学
第8回 萬葉集研究の諸問題①：和歌の定型
第9回 萬葉集研究の諸問題②：「歌群論」の問題点
第10回 萬葉集研究の諸問題③：「萬葉集」という作品
第11回 萬葉集研究の諸問題④：古事記、日本書紀との関連性
第12回 萬葉集研究の諸問題⑤：享受史について
第13回 萬葉集研究の諸問題⑥：修辞法
第14回 今期のまとめ"
●事前・事後学習の内容
課題を与えるので配付のプリントを参考にして課題について調査と考察を行う。課題は個別作品、あるいは古代語語
彙といった個別の課題ですから、具体的な事前事後学習については個別に指示をします。学的方法（個別の研究対象へ
の分析方法と体系的観点からみたその研究に対する評価）について考えて欲しいと思います。
●評価方法
期末のレポート70%、小テストを含む平常点30%（小テストは事前に設問を開示しますので、ご準備ください）
●受講生へのコメント
とくに事前の知識は必要ありません。古代和歌や日本神話に興味のある方を歓迎します。ただし国文学研究に国語学
の知識を活用し、国語学研究に国文学の成果を取り入れるようにしたいと思います。なお、受講生にあわせて素材を適
宜変更しますので、上記の回数と内容は順序を入れ換えることがあります。
●参考文献・教材
井手至・毛利正守『校注萬葉集』（和泉書院）、『萬葉事始』（和泉書院）、校注萬葉集の代わりに小島憲之他『萬
葉集』本文篇（塙書房）を用いてもよい。

授業科目名

科目NO.

LCJPN3308

L231180010

授業コード

国語国文学特論演習

単位数

Special Seminar in Japanese Language and Literature
授業形態

担当教員名

演習

佐野 宏

2単位

●科目の主題
国語学と国文学の見方を踏まえて、研究対象を多角的に分析することを通して、人文科学における知識の継承と「古
典」形成の意義について考察する。
●到達目標
萬葉集、古事記、日本書紀、風土記といった上代作品について自ら問題を設定し、解決できるようになることを目指
します。
●授業内容・授業計画

第1回 演習について
第2回 萬葉集の場合：具体例を示す（譬喩と問答について；文脈付帯語の展相）。
第3回 古事記の場合：具体例を示す（古事記上巻について；天孫降臨の論理）。
第4回 日本書紀の場合：具体例を示す（雄略天皇について；萬葉集巻頭歌の意義）。
第5回 風土記の場合：具体例を示す（三輪山伝説の話形と萬葉集巻13「泣く子守る山」）。
第6回 上代文学研究で今何が問題か（記紀歌謡の諸問題；和歌の次元に措いた時）
第7回 上代語研究で今何が問題か（助動詞の意味分化と事態把握のあり方）
第8回 個別演習①：担当者による研究発表
第9回 個別演習②：担当者による研究発表
第10回 個別演習③：担当者による研究発表
第11回 個別演習④：担当者による研究発表
第12回 個別演習⑤：担当者による研究発表
第13回 個別演習⑥：担当者による研究発表
第14回 今期のまとめ"
●事前・事後学習の内容
課題を与えるので配付のプリントを参考にして課題について調査と考察を行う。課題は個別作品、あるいは古代語語
彙といった個別の課題ですから、具体的な事前事後学習については個別に指示をします。学的方法（個別の研究対象へ
の分析方法と体系的観点からみたその研究に対する評価）について考えて欲しいと思います。
●評価方法
期末のレポート70%、小テストを含む平常点30%（小テストは事前に設問を開示しますので、ご準備ください）
●受講生へのコメント
演習科目になりますので、国語国文学特論を履修しておくことが望ましいと考えますが、既に古代語・上代文学につ
いて素養のある方はその限りではありません。
●参考文献・教材
井手至・毛利正守『校注萬葉集』（和泉書院）、『萬葉事始』（和泉書院）、校注萬葉集の代わりに小島憲之他『萬
葉集』本文篇（塙書房）を用いてもよい。

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

井出 克子

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 試験
●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レポートの作成と提出。
●評価方法
レポート［40％］＋期末テスト［60％］
●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、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。
（参考書）
・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

高橋 未来

2単位

●科目の主題
本講義は、中国古典文学の流れについての基礎知識を培うものである。中でも主要な作品については、とくに取り上
げて分析と鑑賞を行う。これにより、『詩経』・『楚辞』の時代からおよそ清代頃までの中国古典文学の流れを体系的
に把握し、あわせてその文学が育まれた文化的、歴史的背景などについても多層的に理解することを目的とする。
●到達目標
中国古典文学の全体的な流れ、各時代ごとの特徴および主要な文学者とその作品を体系的に把握し、解説ができる
●授業内容・授業計画

第１回 ガイダンス
第２回 漢字と音韻についての概説
第３回 『詩経』の誕生と特徴
第４回 『楚辞』の誕生と特徴
第５回 漢代の文学と文化・賦と五言詩
第６回 漢代の文学と文化・楽府
第７回 六朝の王朝の変遷と文人
第８回 六朝の詩と賦
第９回 六朝の志怪小説
第１０回 唐代の文学・初唐
第１１回 唐代の文学・盛唐
第１２回 唐代の文学 中唐と晩唐
第１３回 宋代の文学
第１４回 明・清代の文学
●事前・事後学習の内容
第２回 漢字の六書と代表的な韻書について調べておく
第３回 『詩経』の内容について概要を調べる
第４回 『楚辞』の内容について概要を調べる
第５回～第６回 漢代の代表的な文学者とその作品について概要を調べる
第７回～第９回 六朝の王朝の変遷と文学者について概要を調べる
第10回～第12回 唐代の盛唐から晩唐に到るまでの文学の特徴をまとめておく
第13回 北宋と南宋の主要な文人について概要を調べる
第14回 明・清代の主要な文人について概要を調べる。
●評価方法
小課題40％、レポート60％として評価する。
●受講生へのコメント
事前・事後学習として小課題を二回程度出すので、必ず提出すること。
事前・事後学習の具体的内容と方法については授業中に指示する。
事前学習で作品の内容や文学者について調べる際には、漢和辞典やレファレンス事典の類を用いること。
●参考文献・教材
授業時にプリントを配布する。参考文献は、前野直彬編『中国文学史』（東京大学出版会、1975）、佐藤正光『南朝
の門閥貴族と文学』（汲古書院、1997）、浅見洋二・高橋文治・谷口高志『皇帝のいる文学史 中国文学概説』（大阪
大学出版会、2015）、高橋未来『杜牧研究―杜牧における政治と文学―』（東京学芸大学出版会、2016）など。その他
は授業中に適宜紹介する。

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
中国古代における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。また文字学の著作である後漢・許慎『説文解字』の内容を選読する。
●到達目標
学生が小学の分野についての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（第２回～第１５回）：毎回事前に配布する資料を読み、要点をまとめる。あわせて古典資料の訳など、用
意された設問の答えを準備する。
事後学習（第１回～第１５回）：学習した内容を復習する。
●評価方法
毎回の小テストおよび資料読解への参加度、また期末のレポートによって評価を定める。総合評価における前者と後
者との割合はそれぞれ50％で、単位取得のための最低基準は達成度60％以上を超えることとする。
●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.

LCCHN3204

授業コード

中国語中国文学概論Ⅳ

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との関わりについて講義する。
●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
事前学習：資料を事前に読み、疑問点などを整理する。
事後学習：学習内容を復習する。
●評価方法
授業中の発表（50％）とレポート（50％）による。
単位取得のための最低基準は達成度60％以上を超えることとする。
●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

高橋 未来

2単位

●科目の主題
本講義は、中国語の聴解力と読解力の養成に重点を置き、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ためのものである。受講生が、本講義によって中国語の力を養い、現代中国語による短編のエ
ッセイや論文の概要を理解、解説できることを目的とする。
●到達目標
中国語教科書中級レベルの聴解力と読解力を身につけて、テキストのリスニング問題は全て理解でき、短編のエッセ
イや新聞記事の内容も正確に読み取ることができる。
●授業内容・授業計画

第１回 ガイダンス
第２回 テキスト第一課
第３回 テキスト第二課
第４回 テキスト第三課
第５回 テキスト第四課
第６回 テキスト第五課
第７回 テキスト第六課
第８回 テキスト第七課
第９回 テキスト第八課
第１０回 テキスト第九課
第１１回 テキスト第十課
第１２回 テキストの総復習
第１３回 短編エッセイの読解（１）
第１４回 短編エッセイの読解（２）
●事前・事後学習の内容
一課ごとに小テスト（聞き取りや単語テストなど）を行うので、必ず復習をして授業に臨むこと。予習と復習では、
とくに本文と練習問題の音声ファイルを必ずくり返し聞くこと。
第２回 テキスト第一課の予習と復習
第３回 テキスト第二課の予習と復習
第４回 テキスト第三課の予習と復習
第５回 テキスト第四課の予習と復習
第６回 テキスト第五課の予習と復習
第７回 テキスト第六課の予習と復習
第８回 テキスト第七課の予習と復習
第９回 テキスト第八課の予習と復習
第１０回 テキスト第九課の予習と復習
第１１回 テキスト第十課の予習と復習
第１２回 テキストの総復習
第１３回 短編エッセイの下調べと訳作り
第１４回 短編エッセイの下調べと訳作り
●評価方法
期末試験60%、小テスト40%として評価する
●受講生へのコメント
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。
●参考文献・教材
上野恵司監修・李錚強『総合中級中国語教程（改訂版）』（白帝社、2016）。その他、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

高橋 未来

2単位

●科目の主題
本講義は、中国語の聴解力と読解力の養成に重点を置き、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ためのものである。受講生が、本講義によって中国語の力を養い、現代中国語による短編のエ
ッセイや論文の概要を理解、解説できることを目的とする。
●到達目標
中国語教科書中級レベルの聴解力と読解力を身につけて、テキストのリスニング問題は全て理解でき、短編のエッセ
イや新聞記事の内容も正確に読み取ることができる。
●授業内容・授業計画

第１回 ガイダンス
第２回 テキスト第一課
第３回 テキスト第二課
第４回 テキスト第三課
第５回 テキスト第四課
第６回 テキスト第五課
第７回 テキスト第六課
第８回 テキスト第七課
第９回 テキスト第八課
第１０回 テキスト第九課
第１１回 テキスト第十課
第１２回 テキストの総復習
第１３回 短編エッセイの読解（１）
第１４回 短編エッセイの読解（２）
●事前・事後学習の内容
一課ごとに小テスト（聞き取りや単語テストなど）を行うので、必ず復習をして授業に臨むこと。
予習と復習では、とくに本文と練習問題の音声ファイルを必ずくり返し聞くこと。
第２回 テキスト第一課の予習と復習
第３回 テキスト第二課の予習と復習
第４回 テキスト第三課の予習と復習
第５回 テキスト第四課の予習と復習
第６回 テキスト第五課の予習と復習
第７回 テキスト第六課の予習と復習
第８回 テキスト第七課の予習と復習
第９回 テキスト第八課の予習と復習
第１０回 テキスト第九課の予習と復習
第１１回 テキスト第十課の予習と復習
第１２回 テキストの総復習
第１３回 短編エッセイの下調べと訳作り
第１４回 短編エッセイの下調べと訳作り
●評価方法
期末試験60%、小テスト40%として評価する
●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
上野恵司監修・李錚強『総合中級中国語教程（改訂版）』（白帝社、2016）。その他、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
古代漢語の一側面である音韻について、その歴史的側面の一端をうかがう上で参考となる一次資料を材料に用い、実
際に当該資料について具体的に整理・分析・検討を行い、資料に反映される音韻体系に関する一定の理解を得る。
●到達目標
中古音系に関する概略を知り、その知識を古代漢語の一側面である音韻の状況をうかがう上で活用し、当該資料がど
のような音韻特徴を有しているか、整理・分析することのでき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 中古音概説１
第３回 中古音概説２
第４回 中古音概説３
第５回 書誌調査
第６回 資料整理１
第７回 資料整理２
第８回 資料整理３
第９回 データ分析１
第１０回 データ分析２
第１１回 データ分析３
第１２回 音韻体系検討１
第１３回 音韻体系検討２
第１４回 音韻体系検討３
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：配付された資料に目を通し、付設された問題の答えを考える（第２回～第４回）。配布された資料を比較
し差異を見出す（第５回）。配布された資料の要素を整理する（第６回～第８回）。整理したデータを中古音と対照す
る（第９回～第１１回）。中古音との対照結果から当該資料の性格を検討する（第１２回～第１４回）。これまでの作
業をまとめ結論を出す（第１５回）。
事後学習（第１回～第１５回）：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により成績を評価する。単位取得のための最低基準は達成度60％以上を超えることとする。
●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.

LCCHN3303

中国文学演習Ⅰ

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

高橋 未来

2単位

●科目の主題
本講義は、明・凌稚隆撰『史記評林』所収の列伝を精読することにより、中国古典文学作品を読むための基礎的事項
を学ぶものである。本講義により、受講生が中国古典作品を読むための工具書の種類、注釈の読み方、文中に用いられ
る語彙・語法等を理解し、本文と注釈を正確に解説できることを目的とする。
●到達目標
中国古典文学作品をよむための基礎的な知識を修得し、読解能力を養う。授業で扱った作品と注釈を正確に理解し、
解説できる。
●授業内容・授業計画

第１回 ガイダンス
第２回 『史記評林』游侠列伝「韓子曰」精読（第一回）
第３回 『史記評林』游侠列伝「太史公曰」精読（第二回）
第４回 『史記評林』游侠列伝「古布衣之侠」精読（第三回）
第５回 『史記評林』游侠列伝・朱家列伝 精読（第四回）
第６回 『史記評林』游侠列伝・劇孟列伝 精読（第五回）
第７回 『史記評林』游侠列伝・郭解列伝 精読（第六回）
第８回 『史記評林』游侠列伝・郭解列伝 精読（第七回）
第９回 『史記評林』游侠列伝・郭解列伝 精読（第一回）
第１０回 『史記評林』游侠列伝・郭解列伝 精読（第二回）
第１１回 『史記評林』游侠列伝・郭解列伝 精読（第三回）
第１２回 『史記評林』游侠列伝・郭解列伝 精読（第四回）
第１３回 『史記評林』游侠列伝・郭解列伝 精読（第五回）
第１４回 『史記評林』游侠列伝「太史公曰」精読（第六回）
●事前・事後学習の内容
事前にプリントを配るので、担当者以外も全員下読みと語句などの下調べを行うこと。
第２回 『史記評林』游侠列伝「韓子曰」以降の本文及び注釈の下読みと語句の下調べ
第３回 『史記評林』游侠列伝「太史公曰」以降の本文及び注釈の下読みと語句の下調べ
第４回 『史記評林』游侠列伝「古布衣之侠」以降の本文及び注釈の下読みと語句の下調べ
第５回 『史記評林』游侠列伝・朱家列伝 本文及び注釈の下読みと語句の下調べ
第６回 『史記評林』游侠列伝・劇孟列伝 本文及び注釈の下読みと語句の下調べ
第７回～第13回 『史記評林』游侠列伝・郭解列伝 本文及び注釈の下読みと語句の下調べ
第14回 『史記評林』游侠列伝「太史公曰」以降の本文及び注釈の下読みと語句の下調べ。
事後学習については授業で指示する。
●評価方法
担当する作品の発表30％、レポート40％、小課題30％として評価する
●受講生へのコメント
演習の授業なので、毎回担当者の発表を行う。ただし受講生全員に意見を求めるので、下読みをしておくこと。
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、受講生は必ず出席してくださ
い。
●参考文献・教材
プリントを配布する。その他、史記に関する参考資料を授業中に適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

LCCHN3305

授業コード

中国文化学演習Ⅰ

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
中国大衆文化である漫画・連環画に関する中国語のテキストを読む。
●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『紅楼夢』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 『紅楼夢』１
第３回 『紅楼夢』２
第４回 『紅楼夢』３
第５回 『紅楼夢』４
第６回 『紅楼夢』５
第７回 『紅楼夢』６
第８回 『紅楼夢』７
第９回 『紅楼夢』８
第１０回 『紅楼夢』９
第１１回 『紅楼夢』10
第１２回 『紅楼夢』11
第１３回 『紅楼夢』12
第１４回 『紅楼夢』13
第１５回 総括
●事前・事後学習の内容
事前学習：資料を事前に読み、分担部分を翻訳する。また疑問点などを整理する。
事後学習：学習内容を復習する。
●評価方法
授業中の発表（50％）とレポート（50％）による。
単位取得のための最低基準は達成度60％以上を超えることとする。
●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
特定の場面での会話例および関連する表現についての文法説明を有する教材を用いて授業を行う。様々な語彙や表現
に触れて基礎的知識を豊富にし、また規範文法に関する正しい理解をふまえての作文能力についても水準の向上を図る
ことが目的である。
●到達目標
学生が、ナチュラルなスピードで話さ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、また同
様の表現を自分でも話せるようになること、また規範文法をふまえての正確な中国語の作文ができるようになることを
目標とする。
●授業内容・授業計画

授業では各単元の材料について学生が自らの理解に基づき準備してきた和訳などを発表し、教員はその内
容を確認するとともに必要に応じて修正・補足を行う。その後、文法について確認し、関連する作文問題などに
とりくむ。学んだ内容については次回の最初にテストを行って理解度を測る。各回の進捗計画は以下の通り。
第１回 ガイダンス・第1課
第２回 第1課テスト・第2課
第３回 第2課テスト・第3課
第４回 第3課テスト・第4課
第５回 第4課テスト・第5課
第６回 第5課テスト・第6課
第７回 第6課テスト・第7課
第８回 第7課テスト・第8課
第９回 第8課テスト・第9課
第１０回 第9課テスト・第10課
第１１回 第10課テスト・第11課
第１２回 第11課テスト・第12課
第１３回 第12課テスト・第13課
第１４回 第13課テスト・第14課
第１５回 第14課テスト・第15課
●事前・事後学習の内容
事前学習（第２回～第１５回）：毎回、担当箇所について音や意味を調べ、用意された設問の答えを準備しておく。
事後学習（第１回～第１５回）：次回のテストに備えて、学習した内容をそのつど復習する。
●評価方法
表現能力については毎回のテストによって達成度を評価する。読解力および作文力については、授業の中での発表内
容に基づいて評価を決定する。総合評価における前者と後者との割合はそれぞれ50％で、単位取得のための最低基準は
達成度60％以上を超えることとする。
●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る。
●参考文献・教材
毎回、授業の際に資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

LCCHN3208

中国語コミュニケーションⅡ

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
中国留学1年目の学生を想定して作られた音声教材を用いて授業を行う。材料となるのは対話や短文であり、聞き取り
能力に加えて読解の側面についても水準の向上を図ることが目的である。その過程で語彙やフレーズに習熟し、基礎的
文法をふまえてさらに幅のある表現ができる能力を養いたい。
●到達目標
学生が、ナチュラルなスピードで話さ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、また400
字程度の文章について理解度を問う設問に中国語で回答しながら短文読解のコツを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

授業では各単元の材料について学生が自らの理解に基づき準備してきた発話内容および問題の解答を発
表し、教員はその内容を確認するとともに必要に応じて修正・補足を行う。学んだ内容については次回の最初に
テストを行って理解度を測る。各回の進捗計画は以下の通り。
第１回 ガイダンス・第1課
第２回 第1課テスト・第2課
第３回 第2課テスト・第3課
第４回 第3課テスト・第4課
第５回 第4課テスト・第5課
第６回 第5課テスト・第6課
第７回 第6課テスト・第7課
第８回 第7課テスト・第8課
第９回 第8課テスト・第9課
第１０回 第9課テスト・第10課
第１１回 第10課テスト・第11課
第１２回 第11課テスト・第12課
第１３回 第12課テスト・第13課
第１４回 第13課テスト・第14課
第１５回 第14課テスト・第15課
●事前・事後学習の内容
事前学習（第２回～第１５回）：毎回、担当箇所について音や意味を調べ、用意された設問の答えを準備しておく。
事後学習（第１回～第１５回）：次回のテストに備えて、学習した内容をそのつど復習する。
●評価方法
聞き取り能力については毎回のテストによって達成度を評価する。読解力および作文力については、授業の中での発
表内容に基づいて評価を決定する。総合評価における前者と後者との割合はそれぞれ50％で、単位取得のための最低基
準は達成度60％以上を超えることとする。
●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
毎回、授業の際に資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

LCCHN3209

授業コード

中国語コミュニケーションⅢ

L232190010
単位数

Studies in Chinese Communication Ⅲ
授業形態

担当教員名

講義

張 新民

2単位

●科目の主題
さまざまな場面を想定した教材を用い、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。
●到達目標
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。
●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
授業中の発表（50％）とレポート（50％）による。
単位取得のための最低基準は達成度60％以上を超えることとする。
●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
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

中国語コミュニケーションⅣ

授業コード

L232200010
単位数

Studies in Chinese Communication Ⅳ
授業形態

担当教員名

講義

張 新民

2単位

●科目の主題
熟語やことわざをアニメを活用して学ぶ。聞き取り練習、口頭作文、朗読練習を中心に授業を進める。
●到達目標
人々の生活に根ざした熟語やことわざを生きた教材として身につけ、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

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
事前学習：資料を事前に読み、疑問点などを整理する。
事後学習：学習内容を復習する。
●評価方法
授業中の発表（50％）とレポート（50％）による。
単位取得のための最低基準は達成度60％以上を超えることとする。
●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
プリント配布

授業科目名

科目NO.

LCCHN3212

中国語中国文学特講Ⅱ

授業コード

L232220010
単位数

Special Lecture an Chinese Linguistics and Literature Ⅱ
授業形態

担当教員名

講義

秋岡 英行

2単位

●科目の主題
原典を読みながら、老荘思想（道家思想）についてその概要を講義する。
●到達目標
『老子』『荘子』の原典を読む訓練をしながら、老荘思想への理解を深め、それが中国人の精神と文化にどのような
影響を及ぼしたかを考察する。漢文資料の扱い方もあわせて学ぶ。
●授業内容・授業計画

おおむね以下のような予定で授業を進める。なお、項目の順序と内容については、授業を進める中で、多少
変更することがある。
第1回 老荘思想の概要（老荘の人と書物）
第2回 老荘思想の概要（老荘思想の歴史）
第3回 老荘思想の概要（老荘思想と儒教、老荘思想と仏教）
第4回 老荘思想の概要（老荘思想と文学・芸術）
第5回 「逍遥遊」思想について
第6回 「万物斉同」思想について
第7回 老子の「無用の用」
第8回 荘子の「無用の用」
第9回 『荘子』における寓言の活用
第10回 『荘子』に見える孔子像（１）
第11回 『荘子』に見える孔子像（２）
第12回 『荘子』に見える孔子像（３）
第13回 老荘思想と道教
第14回 実利・実学偏重へのアンチテーゼとしての老荘
第15回 まとめ
●事前・事後学習の内容
訳本などを参照してもらって構わないが、原典はできるだけ自力で読み解き、事前に訓読と和訳を済ませておくよう
求める。講義時に指示する参考文献を読み、自分自身で補足学習すること。
●評価方法
平常点による評価(100％)
授業への取り組み、授業中の担当、レポートなどにより評価。
●受講生へのコメント
欠席しないように。
●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.

LCENG3201

授業コード

英米文化概論

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.

LCENG3202

英米文学史Ⅰ

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

内丸 公平

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。具体的な予習方法は初回の授業時に指示する。
●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 参考書
文社、1996年

A. J. Pinnington, On Britain: An Introduction 開

授業科目名

科目NO.

LCENG3203

授業コード

英米文学史Ⅱ

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.

LCENG3204

授業コード

英米文学史Ⅲ

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.

LCENG3206

英語学概論Ⅱ

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.

LCENG3207

授業コード

英米文化演習
Seminar in English and American

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、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

Students will be given a weekly reading assignment related to aspects of American culture. There
will also be a writing component to this course. Students will be given information in western
methods of formal essay writing and will practise writing essays on aspects of culture.
第１回：Introduction, statement of aims of the course.
第２回：Lecture on writing methodology.
第３回：Written Essay 1 on aspects of culture.
第４回：Reformulation, feedback and discussion on essay 1.
第５回：Reading: American diversity.
第６回：Reading: American immigration.
第７回：Reading: America’s democracy.
第８回：Written Essay 2 on aspects of culture.
第９回：Reformulation, feedback and discussion on essay 2.
第１０回：Reading: America’s religions.
第１１回：Reading: America’s concept of freedom.
第１２回：Reading: The American Dream.
第１３回：Reading: Competition in American society.
第１４回：Written Essay 3 on aspects of culture.
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.

LCENG3208

授業コード

英米文学演習Ⅰ

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
近現代の英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『わたしを離さないで』（2005）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：イシグロの生涯と『わたしを離さないで』の梗概説明
第２回：『わたしを離さないで』を読む① 語り手キャシー
第３回：『わたしを離さないで』を読む② 介護人と臓器提供者
第４回：『わたしを離さないで』を読む③ ヘールシャムでの生活
第５回：『わたしを離さないで』を読む④ ルースとトミー
第６回：『わたしを離さないで』を読む⑤ コテージでの生活
第７回：『わたしを離さないで』を読む⑥ 「ポシブル」とクローン
第８回：『わたしを離さないで』を読む⑦ カセットテープの象徴的意味
第９回：『わたしを離さないで』を読む⑧ エミリ先生とマダム
第１０回：『わたしを離さないで』を読む⑨ キャシーとトミー
第１１回：『わたしを離さないで』を読む⑩ エンディングの解釈
第１２回：『わたしを離さないで』の批評を読む（１）記憶とノスタルジア
第１３回： 『わたしを離さないで』の批評を読む（２）コピー
第１４回： 『わたしを離さないで』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、イシグロの他の作品も読んでおくこと。
●参考文献・教材
Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go(Faber & Faber, 2005)
（参考書・参考資料等）カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』土屋政雄訳、早川書房、2008。

授業科目名

科目NO.

LCENG3209

授業コード

英米文学演習Ⅱ

L233090010
単位数

Seminar in English and American LiteratureⅡ
授業形態

担当教員名

演習

内丸 公平

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、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。具体的な予習
方法は、初回の授業時に指示する。
●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 (Arden Shakespeare Third Series) , Revised Edition, ed. by Jonathan Bate (Bloomsbury
Arden、2018)

授業科目名

科目NO.

LCENG3210

L233100010

授業コード

英米文学演習Ⅲ

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

トマス・ピンチョン『競売ナンバー４９の叫び』(1966) 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：『競売ナンバー４９の叫び』講読１（pp. 9-26）
第３回：『見えない人間』講読２（pp. 27-43）
第４回：『見えない人間』講読３ (pp. 44-61)
第５回：『見えない人間』講読４ (pp. 62-80)
第６回：『見えない人間』講読５（pp. 81-99）
第７回：『見えない人間』講読６（pp. 100-114）
第８回：『見えない人間』講読７（pp. 115-130）
第９回：『見えない人間』講読８（pp. 131-145）
第１０回：『見えない人間』講読９（pp. 146-183）
第１１回：受講生による口頭発表１ならびに批評読解１（作家自身の評論を中心に）
第１２回：受講生による口頭発表２ならびに批評読解２（志村正雄、木原善彦を中心に）
第１３回：受講生による口頭発表３ならびに批評読解３（Cyrus R.K.Patell 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
Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49 (Harper Collins).
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.

LCENG3211

英米文学演習Ⅳ

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

田中 孝信

2単位

●科目の主題
英語を通して文学批評理論や技法を学び、英語で書かれた文学テクストを実践的に分析・批評することで、英語科の
授業に生かすことができる。
●到達目標
英語圏の文学テクストを文学理論や技法を踏まえて論理的に読み直すことで、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、テクストに内包された意味や背景への関心を高め理解する。
●授業内容・授業計画

イギリスの有名な小説家・批評家であるデイヴィッド・ロッジが著した小説理論の良き入門書『小説の技法』
（1992）を読み、小説技法とその効果を学ぶ。
第１回：オリエンテーション：文学研究と批評の役割
第２回：信頼できない語り手――カズオ・イシグロ
第３回：介入する作者――E・M・フォースター
第４回：テクスト中の読者――ローレンス・スターン
第５回：視点――ヘンリー・ジェイムズ
第６回：象徴性――D・H・ロレンス
第７回：意識の流れ――ヴァージニア・ウルフ
第８回：エピファニー――ジョン・アプダイク
第９回：異化――シャーロット・ブロンテ
第１０回：不気味なもの――エドガー・アラン・ポー
第１１回：エキゾチックなもの――グレアム・グリーン
第１２回：時間の移動――ミュリエル・スパーク
第１３回：名前――デイヴィッド・ロッジ
第１４回：反復――アーネスト・ヘミングウェイ
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、教科書に取り上げられている作品を読んでおくこと。
●参考文献・教材
David Lodge, The Art of Fiction（英宝社、2013年）
（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.

LCENG3212

英語学演習

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：Peasant（１）単語の意味と先入観
第３回：Peasant（２）言語から見る英語の歴史
第４回：Peasant（３）農民と教育
第５回：Peasant（４）教育の普及度
第６回：Peasant（５）方言と帰属性
第７回：Peasant（６）標準語
第８回：King（１）王国と言語
第９回：King（２）Richard IとRichard III
第１０回：King（３）Richard II
第１１回：King（４）英語のポライトネス
第１２回：King（５）英語の２人称代名詞
第１３回：King（６）方言どうしの接触と言語変化
第１４回：King（７）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・課題（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.

LCENG3213

L233130010

授業コード

英米文化特講

単位数

Special Lecture on English and American Cultural Studies
授業形態

担当教員名

講義

渡邊 克昭

2単位

●科目の主題
楽園に死す―ドン・デリーロとアメリカ的想像力
●到達目標
本集中講義では、ポストモダン・アメリカ文学に親しむとともに、その諸相を具体的に英文のテクスト分析を通じて
多角的に検証していきます。
本年度は、現代アメリカ文学の巨匠、ドン・デリーロに焦点を絞り、彼が楽園に埋もれた〈死〉のアポリアとどのよ
うに向き合い、そこからいかなるテクストを紡いできたか、〈死〉をめぐるアメリカ的想像力のしなやかな応答を、メ
ディアとの関わりを中心に浮き彫りにします。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクションードン・デリーロ文学入門
第I部 デリーロと「スペクタクルの日常」
第2回：広告の詩学/死学―差異と反復の『アメリカーナ』
第3回：〈死〉とメディアが交わるところ―ノイズから『ホワイト・ノイズ』へ
第4回：シミュラークルの暗殺―『リブラ』の「亡霊」、オズワルド
第5回：内破する未来へようこそ―9.11・『マオII』・「コークII」
第II部 逆光のアメリカン・サブライム
第6回 廃物のアウラと世紀末―封じ込められざる冷戦の『アンダーワールド』
第7回 蘇る標的―「撃つ／写す(シューティング)」の『アンダーワールド』
第8回 デリーロ文学とメディア（BBC ドキュメンタリー視聴）
第9回 敗北の「鬼(イット)」を抱きしめて―『アンダーワールド』における名づけのアポリア
第III部〈死〉の時間、時間の〈死〉
第10回 喪の身体―『ボディ・アーティスト』における時と消滅の技法
第11回「崇高」という病―「享楽」の『コズモポリス』横断
第12回 9.11と「灰」のエクリチュール―『フォーリング・マン』における“nots”の亡霊
第13回 時の砂漠―惑星思考の『ポイント・オメガ』
第14回 囁き続ける水滴『ゼロK』における「生命の保守」
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
受講生は、配布されたプリントを必ず授業前に通読し、疑問点、コメントをいくつか用意して授業に臨んでください。授
業後は、これまで学習した内容との関係において、いかに新しい知見が得られたか、再度学習の点検を行うことが求め
られます。疑問点があれば受講生がいつでも授業において質問し、その内容を適宜、授業にフィードバックし、クラ
スで共有する体制を整えたいと思っています。
●評価方法
成績評価：授業での質疑応答、コメントシート、最終試験を総合的に勘案し、評価を行います。
評価基準：現代アメリカ文学についての知識を深めるとともに、講義を糧にしていかに視野を広げ、思考を深めるこ
とができたかを評価基準とします。
●受講生へのコメント
随時コメントシートを提出してもらい、その内容を授業に随時フィードバックすることにより、インタラクティヴに
講義を組み立てていきます。ざっくばらんに受講生と語り、楽しく授業を進めたいので、常に問題意識をもって授業に
臨んでください。活発な質疑応答を通じて、毎回新たな発見があるクリエイティヴな授業を展開できれば幸いです。
●参考文献・教材
プリント配布
参考書：渡邉克昭『楽園に死す--アメリカ的想像力と〈死〉のアポリア』（大阪大学出版会、2016年）

授業科目名

科目NO.

LCENG3216

英語コミュニケーションⅠ

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

Ernest HemingwayのThe Sun Also Rises（1926）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：概要説明と書き取り、内容に関する議論 (Masculinity)
第３回：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 (War and its impact)
第４回：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 (Artistic Bohemia)
第５回：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 (Expatriates)
第６回：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 (Romantic love)
第７回：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 (Sport and its impact)
第８回：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 (Social revolution)
第９回：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 (The 'Lost Generation')
第１０回：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 (Cultural myths)
第１１回：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 (Spain after the civil war)
第１２回：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 (Economic depression)
第１３回：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 (Psychological depression)
第１４回：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 (Escapism)
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
Ernest Hemingway, Fiesta: The Sun Also Rises, Arrow Classic, 1994
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

L233170010

授業コード

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

Jane AustenのPride and Prejudice（１８１３）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１-４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５-９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１０-１４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１５-１９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２０-２５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２６-３１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３２-３７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３８-３３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３４-３９ 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４０-４５ 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４６-５１ 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５２-５７ 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５８-６１ 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、Jane AustenのPride and Prejudice（1813）を扱う。
●参考文献・教材
テキスト
Pride and Prejudice by Jane Austen, Penguin reader, upper intermediate 5, ISBN: 0-582-41935-2
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.

LCDFX3201

ドイツ語フランス語圏言語文化論Ⅰ

授業コード

L234010010
単位数

Studies in German and Francophone Language and Culture Ⅰ
授業形態

担当教員名

講義

髙井 絹子

2単位

●科目の主題
ドイツ語圏の重要な作家を7名を各2回ずつとりあげ、主要作品の紹介と解説を行う。一人の作家の複数の作品を見る
ことで、作家の抱えている文学的テーマの所在を明らかにすることが本講義の目的である。
●到達目標
現代ドイツ語圏文学および作家について基本的な知識を得る。文学作品と時代との関連性、また、作家と文学テーマ
の関係性について包括的に考える。
●授業内容・授業計画

第１回 導入：トーマス・マン（１）
第２回 トーマス・マン（２）
第３回 ベルトルト・ブレヒト（１）
第４回 ベルトルト・ブレヒト（２）
第５回 アルトーァ・シュニッツラー（１）
第６回 アルト―ァ・シュニッツラー（２）
第７回 ヨーゼフ・ロート（１）
第８回 ヨーゼフ・ロート（２）
第９回 フランツ・カフカ（１）
第10回 フランツ・カフカ（２）
第11回 インゲボルク・バッハマン（１）
第12回 インゲボルク・バッハマン（２）
第13回 オトフリート・プロイスラ―（１）
第14回 オトフリート・プロイスラ―（２）
●事前・事後学習の内容
事前事後、授業中示された参考文献にあたり、作家作品について理解を深める。
●評価方法
授業への参加態度20点、レポート40点、試験40点。欠席回数が4回をこえると評価の対象になりません。
●受講生へのコメント
ドイツ語圏の作家の作品に一つでも多く触れてください。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

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 まとめ
●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.

LCDFD3202

授業コード

ドイツ語圏文化論

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
「北ドイツの文化と文学」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身につけて、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

北ドイツでは、南ドイツとはまた違った独自の芸術・文化が栄えた。その影響はオランダやデンマークをはじめ
とする北海・バルト海沿岸諸国に広く及んでいる。この地域の自然や歴史は多くの作家・芸術家の想像力を刺
激し、その結果、数多くの魅力的な作品が生み出されるに至った。本講義では、近隣諸国の歴史的・文化的・社
会的背景も踏まえつつ、この地域の文化と文学について多面的に考察する。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：北ドイツの歴史と風景
第２回 グリム兄弟と北欧
第３回 ドイツ・ロマン派とアンデルセン
第４回 さまよえるオランダ人の伝説
第５回 ヴァーグナー『さまよえるオランダ人』
第６回 ハンザ同盟とリューベック―トーマス・マン『ブッデンブローク家の人々』
第７回 C.D.フリードリヒの絵画とバルト海（１）
第８回 C.D.フリードリヒの絵画とバルト海（２）
第９回 プロイセンとデンマーク：フォンターネ『北の海辺』（１）
第１０回 プロイセンとデンマーク：フォンターネ『北の海辺』（２）
第１１回 シュトルムとフーズム：『遅咲きの薔薇』
第１２回 シュトルムとフーズム：『水に沈む』
第１３回 シュトルムとフーズム：『白馬の騎手』
第１４回 ヘルゴーラントとドイツの詩人（ファラースレーベン、ハイネ、クリュス）
第１５回 総括
●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もらうので、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（20%：コメントカード、授業態度を含む）、レポート（40%）、期末試験（40％）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
授業中に紹介した作品や参考文献を積極的に読むこと。また、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.

LCDFD3203

授業コード

ドイツ語学概論

L234050010
単位数

Introduction to German Linguistics
授業形態

担当教員名

講義

信國 萌

2単位

●科目の主題
本講義では、まず、言語学における基本概念と主要な研究領域、そして様々な言語理論を紹介する。また、ドイツ語
の文法的特徴とドイツ語学について概観する。その後、音韻論、形態論、統語論、意味論などの研究領域に関して、言
語学の一般的な基礎知識を学びつつ、他言語（主に英語や日本語）と比較してドイツ語の特徴について論じる。
●到達目標
本講義の到達目標は、現代ドイツ語の言語学的な特徴を理解するとともに、ドイツ語研究やドイツ語教育の基盤とな
る言語分析の基礎知識を身につけることである。また、ドイツ語に見られる現象を、他言語と比較して説明できるよう
になることを目標とする。
●授業内容・授業計画

第１回 導入：言語の諸特性
第２回 言語学の諸分野とドイツ語
第３回 音声学 ― ドイツ語の母音と子音
第４回 音韻論① ― ドイツ語のアクセントとイントネーション
第５回 音韻論② ― ドイツ語の異音（ichの-chとBuchの-chを例に）
第６回 形態論① ― ドイツ語名詞の語形変化（格変化）
第７回 形態論② ― ドイツ語動詞の語形変化（人称変化）
第８回 造語論 ― ドイツ語の合成語
第９回 統語論① ― ドイツ語の語順
第１０回 統語論② ― ドイツ語の態（能動態と受動態）
第１１回 意味論① ― ドイツ語の格と意味役割（完了の助動詞haben/seinの選択を例に）
第１２回 意味論② ― ドイツ語の慣用句と比喩
第１３回 方言学 ― ドイツ、オーストリア、スイスのドイツ語
第１４回 歴史比較言語学、対照言語学、言語類型論 ― 様々な方法による言語の比較
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
講義前は、事前に配布されるプリントに目を通し、講義内容を把握し、疑問点を整理しておくこと。講義後は、講義
内容をノートにまとめ、よく復習しておくこと。内容を深く理解するためには、参考文献などを利用して、自主的に学
習することが望ましい。
●評価方法
平常点（40%、コメントカードの内容で判断）と試験（60％）により評価する。
●受講生へのコメント
ドイツ語基礎を履修済みか、それに相当するドイツ語の知識を有していることを前提とする。試験時は配布プリント
の持ち込みを許可しないが、手書きのノートは持ち込みを許可する。
●参考文献・教材
教科書は使用せず、プリントを配布する。
参考文献
①『ドイツ語学を学ぶ人のための言語学講義』（西本美彦・河崎靖、現代書館、2013）
②『現代ドイツ言語学入門―生成・認知・類型のアプローチから』（吉田光演・保阪靖人・岡本順治・野村泰幸・小
川暁夫、大修館書店、2001）
③『ドイツ方言学―ことばの日常に迫る―』（河崎靖、現代書館、2008）
④『ドイツ言語学辞典』（川島淳夫主幹、紀伊國屋書店、1994）

授業科目名

科目NO.

LCDFD3204

授業コード

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

信國 萌

L234060010
単位数

2単位

●科目の主題
本演習では、ドイツ語テキストの読解を通じて、初級レベルのドイツ語文法を補完するとともに、ドイツ語圏の文化、
社会、そしてドイツ語という言語に関する理解を深める。
●到達目標
本演習の到達目標は、ドイツ語の基礎的な文法知識を定着させ、文法的な構造を意識しながらテキストの内容を正確
に捉えられるようになることである。演習を通じて、中級程度の読解力を身につけることを目標とする。
●授業内容・授業計画

第１回 形容詞の名詞化（読解テキスト：Brot / Wurst）
第２回 過去形と未来形（読解テキスト：Herr Böse und Herr Streit)
第３回 再帰動詞（読解テキスト：Berlin - Eine wunderbare Stadt）
第４回 指示代名詞（読解テキスト：Der süße Brei)
第５回 関係代名詞（読解テキスト：Wiener Kaffeehauskultur 1)
第６回 現在完了形（読解テキスト：Wiener Kaffeehauskultur 2)
第７回 zu不定詞句（読解テキスト：Abschlussprüfung)
第８回 過去分詞（読解テキスト：Verdammt heiß hier unten!)
第９回 話法の助動詞（読解テキスト：Kurze Geschichte der Sonntagsruhe 1)
第１０回 受動文（読解テキスト：Kurze Geschichte der Sonntagsruhe 2)
第１１回 形容詞の比較表現（読解テキスト：Geschichte der Gastarbeiter)
第１２回 略語（読解テキスト：Menschen mit Migrationshintergrund)
第１３回 冠詞類（読解テキスト：Vom deutschen Stil 1)
第１４回 現在分詞（読解テキスト：Vom deutschen Stil 2)
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
演習前は、事前に指定された範囲の文法解説に目を通し、読解テキストの予習をしてくること。疑問点はあらかじめ
まとめておくこと。演習後は、テキストの内容を復習し、教科書の「文法メモ」や「コラム」に目を通して、内容の理
解を深めること。
●評価方法
平常点（40%、読解テキストの予習状況で判断）と試験（60％）により評価する。
●受講生へのコメント
読解テキストの予習の際には、教科書に書き込まず、ノート（電子ノート可）にドイツ語のテキストとその日本語訳
の両方を書いてくること。毎回、授業の最初に予習状況を確認する。
●参考文献・教材
『ドイツ語トライアングル やさしい中級テキスト９章』（荻原耕平・畠山寛・高本教之、同学社、2018）

授業科目名

科目NO.

LCDFD3205

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

授業コード

L234070010
単位数

2単位

●科目の主題
短いテキストを読みながら初級文法の補完と読解力の養成をおこなう。
●到達目標
中級程度の読解力をつける。
●授業内容・授業計画

第1回 導入
第2回 Die geteilte Suppe
第3回 Die Handbremse
第4回 Gänseliebe
第5回 Die Physikprüfung
第6回 Dreimal geblitzt
第7回 Die Katze im Fluggebäck
第8回 Das überfahrene Känguru 1
第9回 Das überfahrene Känguru 2
第10回 Wo Bruno nach seinemTod hinkam 1
第11回 Wo Bruno nach seinemTod hinkam 2
第12回 Geburtstagsüberraschung 1
第13回 Geburtstagsüberraschung 2
第14回 総復習
第15回 試験とまとめ
●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
授業に対する参加姿勢40％試験60％の総合評価。
●受講生へのコメント
1話完結の短いテキスト読み、文法問題を解きます。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：三瓶眞一『ホントにあったウソみたいな話』白水社、2002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

信國 萌

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のいくつかの項目に関して、詳しく学ぶ。文法問題演習のほか、テキストの
読解も行う。
●到達目標
本演習の到達目標は、ドイツ語のやや難しい文法知識を定着させ、文法的な構造を意識しながらテキストの内容を正
確に捉えられるようになることである。演習を通じて、中級程度の読解力を身につけることを目標とする。
●授業内容・授業計画

第１回 ２格の名詞、３格の名詞の用法①
第２回 ２格の名詞、３格の名詞の用法②
第３回 ２格の名詞、３格の名詞の用法③
第４回 esを用いた表現①
第５回 esを用いた表現②
第６回 esを用いた表現③
第７回 機能動詞構造①
第８回 機能動詞構造②
第９回 機能動詞構造③
第１０回 不定詞句とzu不定詞句①
第１１回 不定詞句とzu不定詞句②
第１２回 不定詞句とzu不定詞句③
第１３回 命令の表現①
第１４回 命令の表現②
第１５回 試験
●事前・事後学習の内容
演習前は、事前に配布されたプリントに目を通し、指定された文法問題演習あるいは読解テキストの予習をしてくる
こと。疑問点はあらかじめまとめておくこと。演習後は、新しく覚えた単語や文法事項に関してよく復習しておくこと。
内容を深く理解するためには、参考文献などを利用して、自主的に学習することが望ましい。
●評価方法
平常点（40%、配布プリントの予習状況で判断）と試験（60％）により評価する。
●受講生へのコメント
必ず予習をして授業に臨むこと。毎回、授業の最初に予習状況を確認する。
●参考文献・教材
教科書は使用せず、プリントを配布する。
参考文献：『中級ドイツ文法（新装版）』（中山豊、白水社、2018）

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
20世紀の作家ル・フォールの歴史小説を読みます。
●到達目標
平易ではない文学テクストを毎回数ページずつ丹念に読むことで中級以上の読解力をつけます。
●授業内容・授業計画

第１回 導入
第２回 Die letzte Begegnung 1
第３回 Die letzte Begegnung 2
第４回 Die letzte Begegnung 3
第５回 Die letzte Begegnung 4
第６回 Die letzte Begegnung 5
第７回 Die letzte Begegnung 6
第８回 Die letzte Begegnung 7
第９回 Die letzte Begegnung 8
第10回 Die letzte Begegnung 9
第11回 Die letzte Begegnung 10
第12回 Die letzte Begegnung 11
第13回 Die letzte Begegnung 12
第14回 Die letzte Begegnung 13
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
授業への参加姿勢50％、試験50％による総合評価。
●受講生へのコメント
中級以上のドイツ語テキストを読みます。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
Gertrud von le Fort: Die letzte Begegnung. Wiesbaden 1959.

授業科目名

科目NO.

LCDFD3303

ドイツ語圏言語文化演習Ⅲ

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・文学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・文学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、グリム兄弟が北欧神話との関連を指摘するいくつかのメルヒェンを手がかりに、グリム兄弟の北
欧研究の特徴について考える。訳読に際しては第7版をメインテクストとするが、適宜、第3版からの変更箇所を
確認しながら読み進める。その際、Kinder- und Hausmärchen(KHM)の注釈ならびに研究書・学術論文等を
検討しつつ、議論する。課題や発表の詳細は、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 KHM50の精読、ブリュンヒルト伝説について
第４回 KHM50の精読、関連作品の検討
第５回 KHM50の精読、第３版の注釈の検討
第６回 KHM50の精読、先行研究の検討①
第７回 KHM50の精読、先行研究の検討②
第８回 KHM50の精読、先行研究の検討③
第９回 アスラウク伝説に関するテクストの精読
第１０回 KHM94の精読、第３版の注釈の検討
第１１回 KHM94の精読、先行研究の検討①
第１２回 KHM94の精読、先行研究の検討②
第１３回 KHM94の精読、先行研究の検討③
第１４回 KHM150と注釈の精読ならびに研究論文の検討
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を丹念に調べること。
●評価方法
平常点（70％：課題提出・発表・授業態度）、定期試験（30％）から総合的に評価する。4回以上欠席した者や定期試
験を受けなかった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に読むこと。
●参考文献・教材
・教科書：Brüder Grimm: Ausgewählte Kinder- und Hausmärchen. Stuttgart 2014.
・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：Edmund Mudrak:Nordische Götter- und Heldensagen. Impian 2019.

授業科目名

科目NO.

LCDFD3304

授業コード

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

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
文化・文学に関するテクストの精読を通じてドイツ語の読解力を養うとともに、卒業論文執筆のためのプレ演習とし
て、論文に関する内容・形式面の諸注意、テーマ設定、文献収集の基本的な作法等について学びながら、ミニ論文を作
成する。本年は、ドイツ語圏の伝説をもとにした文学作品を分析対象とする。
●到達目標
文化・文学に関する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。また、
伝説をもとにした文学・芸術作品を一つ選び、その作品を自らの関心において設定したテーマのもとで分析・考察し、
先行研究の調査を踏まえつつ、ミニ論文を作成することができる。論文の基本的な作法（文献調査の方法、注の付け方、
引用の仕方等）を身に付けることができる。
●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、ドイツの伝説とそれをもとにした文学作品を精読
する。受講生は授業と並行して、ミニ論文の作成を行う。詳細は、各回の授業で指示する。また、個別相談日を別途設
ける。

第１回 イントロダクション：図書館の利用について
第２回

短いテクストを読む①：基本文献の調査とその方法①（日本語文献）

第３回

短いテクストを読む②：基本文献の調査とその方法②（ドイツ語文献）

第４回 ミニ論文で扱う伝説と作品についての報告会：テーマの検討①
第５回 ドイツの伝説と文学１）：テーマの検討②
第６回 ドイツの伝説と文学１）：先行研究の調査報告①
第７回 ドイツの伝説と文学１）：先行研究の調査報告②
第８回 ドイツの伝説と文学２）：アウトラインの検討①
第９回 ドイツの伝説と文学２）：アウトラインの検討②
第１０回 ドイツの伝説と文学２）：文献リストと引用について
第１１回 ドイツの伝説と文学３）：個別相談①
第１２回 ドイツの伝説と文学３）：個別相談②
第１３回 ドイツの伝説と文学３）：発表の基本と準備について
第１４回 ミニ論文の内容をもとにした発表と討論
第１５回 総括
●事前・事後学習の内容
・ミニ論文の作成と関連した課題の準備を行うこと。
・指定された箇所を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）。
・音読の練習をしておくこと。
・予習・復習の際には、文法書の①から④を丹念に調べること。
●評価方法 平常点（60％：報告・発表・授業態度）、ミニ論文（40％）から総合的に評価する。4回以上欠席した者は、
評価の対象としない。
●受講生へのコメント 発表は、パワーポイントならびにレジュメ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
・コピーを配布する。
・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.

LCDFD3305

ドイツ語コミュニケーションⅠ

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 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.

LCDFD3306

ドイツ語コミュニケーションⅡ

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 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.

LCDFD3307

ドイツ語圏ランデスクンデ

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
präsentiert werden (Projektarbeit).
●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 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

授業科目名

科目NO.

LCDFF2101

フランス語圏文学史

授業コード

L234150010
単位数

History of Francophone Literature
授業形態

担当教員名

演習

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。フランス文学の歴
史と伝統に関する基礎知識を身に着けるとともに、作品読解とそれに続くグループディスカッションを通じて、フラン
スの社会と文化、思想、心性について理解を深める。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成立
過程およびその多様性についての知見を獲得する。
●到達目標
フランス語圏文学の主たる流れおよび各時代の主要な特徴について理解し、的確に文章化できる。
さまざまなジャンルの作品読解を通じて、テクストを多面的に分析し考察する力を身につける。
グループディスカッションを通じて、他者に配慮しつつ口頭で表現・討論する力を養い、自律的かつ積極的な知的探
究の姿勢を獲得する。
●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
事前に配布されるテキストを読んでくること。
各自が興味を抱いた文学作品や周辺資料の鑑賞およびレポートの準備に、毎回2時間程度を充てること。
●評価方法
１）到達目標の達成度に基づいて評価を行う。
２）評価方法とその割合：授業への参加度50％（出席、グループディスカッション、発表、コメントシート）および
レポート50％。
３）単位取得の最低基準：
①５回以上欠席した場合、単位取得の資格を失う。
②到達目標に掲げた以下の３点を総合的に判断して、60％以上に達していること。
・フランス語圏文学の主たる流れおよび各時代の主要な特徴について理解し、的確に文章化できる。
・さまざまなジャンルの作品読解を通じて、テクストを多面的に分析し考察する力を身につける。
・グループディスカッションを通じて、他者に配慮しつつ口頭で表現・討論する力を養い、自律的かつ積極的な知的
探究の姿勢を獲得する。
●受講生へのコメント
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・消費的な情報や知識にとどまらず、さまざまな文化的事象について問いを立て、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（個人またはグループ）による発
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。
各回の内容は以下のように予定している。ただし、順番やトピックスが変更される場合もある。
第1回：はじめに――フランスのイメージについて
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.）が作られてきた由来を辿る中
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.

フランス語学概論

授業形態

担当教員名

講義

川口 陽子

●到達目標
●授業内容・授業計画

●事前・事後学習の内容
●評価方法
●受講生へのコメント

●参考文献・教材

授業コード

L234170010
単位数

Introduction to Francophone Linguistics

●科目の主題

LCDFF3202

2単位

授業科目名

科目NO.

LCDFF3203

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

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。
以下のように各回の内容を予定している。ただし、順番とトピックスは変更される場合もある。

第１回 Introduction: La France et l'origine du territoire
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.

LCDFF3204

授業コード

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

L234190010
単位数

2単位

●科目の主題
比較的平易なフランス語で書かれた文学作品の多読を通じて、フランス語の読解能力の基礎を育成する。中級程度の
文法的知識、文学史的な知識を身に着けるとともに、文学テクスト解釈法の基礎を学ぶ。
今年度は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)やシャンソ
ンも鑑賞しつつ、プレヴェールの詩的言語の魅力を多角的に考察する。
●到達目標
初級・中級文法の知識を活用しながら、平易なフランス語原文を正確に読解できる。
文学史的知識および文学テクストに対する分析的アプローチの基礎を身につける。
グループディスカッションを通じて、より豊かな表現力を持った訳文を創造する。
●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 Contes pour enfants pas sages より« L’Autruche »①
第３回 Contes pour enfants pas sages より« L’Autruche »②
第４回 Contes pour enfants pas sages より« Scène de la vie des antilopes »①
第５回 Contes pour enfants pas sages より« Scène de la vie des antilopes »②
第６回 Contes pour enfants pas sages より« Le Dromadaire mécontent »①
第７回 Contes pour enfants pas sages より« Le Dromadaire mécontent »②
第８回 Contes pour enfants pas sages より« L’Éléphant de mer »
第９回 Contes pour enfants pas sages より« L’Opéra des girafes »
第１０回 Contes pour enfants pas sages より « Cheval dans une île »
第１１回 Contes pour enfants pas sages より « Jeune lion en cages »
第１２回 Contes pour enfants pas sages より« Les premiers ânes »
第１３回 Parolesと第二次世界大戦下のレジスタンス文学
第１４回 Parolesより« Barbara » « La Pêche à la baleine »« Pater noster »ほか
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
１）到達目標の達成度に基づいて評価を行う。
２）評価方法とその割合：授業への参加度100％（予習、グループディスカッションへの貢献、発表）
３）単位取得の最低基準：
①５回以上欠席した場合、単位取得の資格を失う。
②到達目標に掲げた以下の３点を総合的に判断して、60％以上に達していること。
・初級・中級文法の知識を活用しながら、平易なフランス語原文を正確に読解できる。
・文学史的知識および文学テクストに対する分析的アプローチの基礎を身につける。
・グループディスカッションを通じて、より豊かな表現力を持った訳文を創造する。
●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
Jacques Prévert, Contes pour enfants pas sages, Gallimard, 2018. Jacques Prévert, Paroles, Gallimard,
1976.その他は授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCDFF3301

授業コード

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

講義／演習

福島 祥行

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.

LCDFF3302

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

授業コード

L234210010
単位数

2単位

●科目の主題
現代フランス文学作品の原書講読を通じて中級文法の定着を図るとともに、フランス語読解能力の向上を目指す。フ
ランス文学史、文学研究史および代表的な文学理論に関する知見を得る。テクスト解釈の多元的なありようを体験的に
学び、卒論執筆に必要な思考能力およびテクスト分析力を養う。
今年度はアントワーヌ・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。
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。
●到達目標
中級文法の知識を活用しながら、長文の文学テクストを正確に読解できる。
文学史的知識およびフランスの文学理論の主たる流れを理解し、実際のテクスト分析に応用できる。
グループディスカッションを通じて、豊かな表現力を持った訳文を創造するとともに、独創的な分析・考察を展開す
ることができる。
●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 序文：語りの戦略
第３回 第一章
第４回 第二章
第５回 第三・四章
第６回 第五・六章
第７回 第七・八章
第８回 第九章、惑星巡り抄（第十章～第十九章）
第９回 第二十・二十一章
第１０回 第二十二～二十四章
第１１回 第二十五章
第１２回 第二十六章
第１３回 第二十七章
第１４回 『人間の大地』『南方郵便機』と『星の王子さま』
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
１）原文については、辞書を最大限に活用して綿密な予習を行うこと。
２）サン=テグジュペリの他作品、および『星の王子さま』の関連書籍・資料にあたり、時代背景や解釈の多様性につ
いて知識を深めること。
（以上、毎回2時間程度）
●評価方法
１）到達目標の達成度に基づいて評価を行う。
２）評価方法とその割合：授業への参加度100％（予習、グループディスカッションへの貢献、発表）

３）単位取得の最低基準：
①５回以上欠席した場合、単位取得の資格を失う。
②到達目標に掲げた以下の３点を総合的に判断して、60％以上に達していること。
・中級文法の知識を活用しながら、長文の文学テクストを正確に読解できる。
・文学史的知識およびフランスの文学理論の主たる流れを理解し、実際のテクスト分析に応用できる。
・グループディスカッションを通じて、豊かな表現力を持った訳文を創造するとともに、独創的な分析・考察を展開
することができる。
●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
Antoine de Saint-Expéry, Le Petit Prince, Gallimard, 2007.その他は授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

LCDFF3303

授業コード

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

L234220010
単位数

2単位

●科目の主題
フランスおよびフランス語圏の歴史や社会、教育、文化などの時事的側面を紹介したフランス語テクストを講読しな
がら、より正確な読解のための文法知識を身に着けるとともに、言葉の背景にある社会や文化の多様な広がりを学ぶ。
●到達目標
フランス語のA2～B1レベルのテクストを正確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、フランスやフランス語圏の現代的な事象について知ることを通じて、多様な価値観や文化のあり方に関する視点を
広げるとともに、自らの関心や知識を掘り下げていくための力をつける。
●授業内容・授業計画

『時事フランス語2020年版』（À la page 2020 -- variété française）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し、背景知識を補強するとともに、語彙や文法に関する練習問題を解きながら既習事
項の復習・強化を行う。
以下の内容を予定しているが、順番やトピックスが変更される場合もある。

第１回 La devise de la France
第２回 Cent-millions de touristes en France 2020
第３回 Il est interdit de trop travailler !
第４回 La statue de la Liberté
第５回 Discrimination raciale
第６回 Tokyo 2020
第７回 Chopin et la France
第８回 La nouvelle orthographe
第９回 Les droits des homosexuels
第10回 Notre-Dame de Paris / Claude Monet
第11回 Le Festival Canne / Deux grands chefs
第12回 L'apprentissage des langues
第13回 Les mariages mixtes
第14回 L'ange blanc
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
石井洋二郎・ミシェル・サガズ（著）『時事フランス語2020年版（À la page 2020 -variétés françaises-）』朝日出版社

授業科目名

科目NO.

LCDFF3304

授業コード

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

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.

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

演習
●科目の主題
●到達目標
●授業内容・授業計画

●事前・事後学習の内容
●評価方法
●受講生へのコメント
●参考文献・教材

担当教員名

LCDFF3305

授業コード

L234240010
単位数

2単位

授業科目名

科目NO.

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

演習
●科目の主題
●到達目標
●授業内容・授業計画

●事前・事後学習の内容
●評価方法
●受講生へのコメント
●参考文献・教材

担当教員名

LCDFF3306

授業コード

L234250010
単位数

2単位

授業科目名

科目NO.

LCDFF3205

授業コード

エチュード・フランコフォーヌ

L234260010
単位数

Etudes Francophones
授業形態

担当教員名

講義

粕谷 雄一

●科目の主題
音楽から知る現代のアフリカ
●到達目標
現代のアフリカ理解の基礎知識を得る
●授業内容・授業計画

第一回 現代アルジェリアの民衆音楽
第二回 アラブ人と伝統音楽
第三回 アラブ移民の音楽文化
第四回 現アルジェリアの民衆運動と音楽
第五回 トゥアレグ人とギター
第六回 ソマリア、モーリタニアと音楽
第七回 カリブ海のアフリカ系人
第八回 南北アメリカ大陸のアフリカ系人
第九回 セネガルの音楽
第十回 コートディヴォワールの音楽
第十一回 コンゴ民主共和国とルワンダ情勢
第十二回 マダガスカルとレユニオンの音楽
第十三回 ポルトガル語圏の音楽
第十四回 世界音楽、アフリカと日本
第十五回 試験
●事前・事後学習の内容
インターネットで指定の音楽を視聴し、課題について調査する。
●評価方法
課題達成度70％と試験30%
●受講生へのコメント
音楽を通すのが現代のアフリカ理解の最良の道であることを理解してください。
●参考文献・教材
文字資料は授業中に配布します。参考書は最初の時間に指定します。

2単位

授業科目名

科目NO.

インターカルチュラルスタディーズ
Intercultural Studies
授業形態

講義
●科目の主題
●到達目標
●授業内容・授業計画

●事前・事後学習の内容
●評価方法

●受講生へのコメント
●参考文献・教材

担当教員名

中條 健志

LCDFX3204

授業コード

L234280010
単位数

2単位

授業科目名

科目NO.

LCLNG2101

言語学基礎論

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、受講生の既存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。そこでは、
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、言語研究の基礎的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、予め指定された、各回のテーマに関する重要な概念を意味する学術用語を、授業に先立って調べ
て罫線紙に書いて持って来ること。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.

LCLNG3201

言語応用論

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.

LCLNG3202

授業コード

言語比較論

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上記の三種類の研究方法で扱った論文を通読することにより、「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

授業内容は、配布された論文の内容に基づく課題に取り組み、言語を比較するための重要概念の解説を通
して、この領域の研究に対する総合的な理解を進めるための解説を行うことである。
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 比較言語学4
第６回 対照言語学1
第７回 対照言語学2
第８回 対照言語学3
第９回 対照言語学4
第１０回 言語類型論1
第１１回 言語類型論2
第１２回 言語類型論3
第１３回 言語類型論4
第１４回 言語類型論5
第１５回 補遺または総括
●事前・事後学習の内容
それぞれの研究方法に基づいて書かれた論文を用意するので、事前学習としては、それを講義前に読み、キーワード
を手がかりにしてまとめて記述してから講義に出席する。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
授業で使用する論文と参考資料などは、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.

LCLNG3203

言語教育論

授業コード

L235040010
単位数

Language Education
授業形態

担当教員名

講義／演習

辻 香代

2単位

●科目の主題
複言語・複文化主義に基づいた教育や言語政策等に関する論考、国内外の言語教育に関わる事例を通して、日本の言
語教育を考える。
●到達目標
下記の２点を主な目標とする。
1. 言語の多様性や言語の社会的・文化的側面を理解し、包括的な視点で言語教育を捉える。
2. グローバル化における言語政策・教育等に関する論考を通じ、新たな言語教育を探究する姿勢を身につける。
●授業内容・授業計画

第1回

世界の言語－言語の多様性－

第2回

言語と教育

第3回

複言語主義に基づいた言語教育政策

第4回

ヨーロッパ言語共通参照枠に学ぶ１（グループ発表）

第5回

ヨーロッパ言語共通参照枠に学ぶ2（グループ発表）

第6回

言語教育への複言語主義の導入

第7回

言語教育活動の多様化

第8回

CEFRの活用－海外の事例から学ぶ－
外国語教育における母語の果たす役割

第9回

第10回 言語と思考
第11回 言語とアイデンディティ
第12回 言語と脳
第13回 機械翻訳に学ぶ英訳プロセス－発想の転換－
第14回 グローバル化の言語教育を考える1（グループ発表）
第15回 グローバル化の言語教育を考える2（グループ発表）
●事前・事後学習の内容
事前学習として、授業で扱う教材の章及び関連文献を分析的に読み、授業内における議論に向けて、共感できる部分
や疑問に思う箇所などを整理しておくこと。事後学習として、講義を通じて得られた知見を整理することが望ましい。
上記2点を「毎回の課題」とする。
●評価方法
平常点（出席点、授業への積極性、毎回の課題を含む）、授業内における発表、期末レポートによる。授業数の３分
の２以上の出席が単位認定の条件となる。
●受講生へのコメント
事前学習を主体的におこなったうえで，積極的に授業に参加することが望ましい。
●参考文献・教材
教材1：杉野俊子（監修）田中富士美・羽多野一真（編著）（2017）『言語と教育－多様化する社会の中で新たな言語
教育のあり方を探る』 明石書店
教材2：欧州評議会 言語政策局（著） 山本冴里（訳）（2016） 『言語の多様性から複言語教育へ ヨーロッパ言語
教育政策策定ガイド』 くろしお書店
参考文献
久保田竜子（著）（2015）『グローバル社会と言語政策』 くろしお書店
山内進（編著）（2003） 『言語教育学入門』 大修館書店
宮崎里司・杉野俊子（編著）（2017）『グローバル化と言語政策－サスティナブルな共生社会・言語教育の構築に向
けて』 明石書店
キース・モロウ（編）和田稔他（訳）（2013） 『ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）から学ぶ英語教育』 研究社
その他の参考文献・資料等は、必要に応じ、随時紹介する。

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.

LCLNG3206

L235070010

授業コード

言語比較論演習

単位数

Seminar in Comparative Analysis of Language
授業形態

担当教員名

演習

林 嵐娟

●科目の主題
日本語・英語・中国語のコピュラ文と<ウナギ文>を対象に、比較考察を行う。
●到達目標
日英中三言語におけるコピュラ文の特徴を把握するとともに、普通のコピュラ文と
<ウナギ文>の違い、また、日英中三言語における<ウナギ文>の共通点と相違点を
十分に理解することを目標とする。"
●授業内容・授業計画

日本語と英語を中心に、関連文献を精読する。同じ言語現象の分析方法を
言語ごとに紹介し、それぞれの利点と問題点について比較考察していく。
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

関連する概念の定義
日本語のコピュラ文
英語のコピュラ文
中国語のコピュラ文
普通のコピュラ文と<ウナギ文>の共通点と相違点
日英中三言語における<ウナギ文>の共通点と相違点
<ウナギ文>の分析方法
安井(2009)を読む
安井(2009)を読む
Nunberg(1995)を読む
Nunberg(1995)を読む
Nunberg(1995)を読む
Nunberg(1995)を読む
Nunberg(1995)を読む
まとめ

●事前・事後学習の内容
講義に関する資料を事前に配布する。必ず内容を予習し、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、復習を欠かさないようにすること。
●評価方法
出席および小テスト等の平常点（30％）と、期末試験（70％）によって評価する。
●受講生へのコメント
日英中三言語の用例と文献を取り上げるが、中国語の知識を前提とはしない。
●参考文献・教材
資料を配布する。
Nunberg, G. 1995. "Transfers of Meaning.″Journal of Semantics 12, 109-32.
安井稔. 2009. 「『ウナギ文』を英語で考える」. 『Web英語青年』発刊準備特別号、32-59.

2単位

授業科目名

科目NO.

LCLNG3207

言語教育論演習

授業コード

L235080010
単位数

Seminar in Language Education
授業形態

担当教員名

演習

辻 香代

2単位

●科目の主題
国内外の言語教育に関わる事例を通して、日本の言語教育を考える。専門領域に対する理解を深めると共に、問いを
立て解決する姿勢、情報や考えを英語で伝える能力等を鍛える。
●到達目標
下記の２点を主な目標とする。
1. 言語教育に関する文献・資料等を通じて、言語と教育に対する理解を深める。
2. 言語教育に関する新たな問いを立て、主体的に問題を解決する姿勢を身につける。
●授業内容・授業計画

各回に関連する文献を読み、口頭発表と議論を展開する。
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

授業の説明
子どもの言語学習
幼児期のバイリンガリズム
言語学習を説明する理論
言語習得を促す教授法
言語と教育－海外の事例より－
言語と教育－国内の言語教育を考える－
リサーチ・プロジェクトの考案
学生による発表１（以降の発表言語：英語）
学生による発表2
学生による発表3
学生による発表4
学生による発表5
学生による発表6
授業の振り返り

●事前・事後学習の内容
事前学習として、授業で扱う教材の章及び関連文献を分析的に読み、授業内における議論に向けて、共感できる部分
や疑問に思う箇所などを整理しておくこと。事後学習として、講義を通じて得られた知見を整理することが望ましい。
上記2点を「毎回の課題」とする。
●評価方法
平常点（出席点、授業への積極性、毎回の課題を含む）、授業内における発表、期末レポートによる。授業数の３分
の２以上の出席が単位認定の条件となる。
●受講生へのコメント
事前学習を主体的におこなったうえで，積極的に授業に参加することが望ましい。
●参考文献・教材
教材1：キース・モロウ（編）和田稔他（訳）（2013）『ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）から学ぶ英語教育』 研究社
教材2：泉水浩隆（編）（2018）『ことばを教える・ことばを学ぶ－複言語・複文化・ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）と言語教育』行
路社
参考文献
杉野俊子（監修） 田中富士美・羽多野一真（編著）（2017） 『言語と教育－多様化する社会の中で新たな言語教育のあり方を探る』
明石書店
欧州評議会 言語政策局（著） 山本冴里（訳）（2016）『言語の多様性から複言語教育へ ヨーロッパ言語教育政策策定ガイド』 く
ろしお書店
山内進（編著）（2003）『言語教育学入門』 大修館書店
宮崎里司・杉野俊子（編著）（2017）『グローバル化と言語政策－サスティナブルな共生社会・言語教育の構築に向けて』明石書店
その他の参考文献・資料等は、必要に応じ、随時紹介する。

授業科目名

科目NO.

LCLNG3208

言語情報論演習

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

田中 一彦

2単位

●科目の主題
英語、日本語の意味論、語用論の分野の文献講読、講義を通じて、基本的なことばの分析力および研究方法を身につ
け、それらを各自の研究テーマに応用できる力を養うことを目的とする。
●到達目標
話し手と聞き手の心理的距離が我々の言語表現にどのような影響を与えるかに関する理論である「情報のなわばり理
論」の知見を獲得し、各自の選んだトピックに応用、分析する力を身につける。
●授業内容・授業計画

第1回 授業の概要説明
第2回から第8回 情報のなわ張り理論とは何か
情報のなわ張りの概念と発想／なわ張りに属する情報／概念の必然性／なわ張り理論の理論
化（理論の基礎 / 情報の内容）
／理論の体系化に向けて
第9回から第10回 日本語における情報のなわ張り理論
第11回から第12回 英語における情報のなわばり理論
第13回から第14回 具体的な言語現象への適用と分析
第15回 総括
●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
授業中の議論への積極的な参加態度（40％）、およびレポート（60％）を総合的に判断する。
●受講生へのコメント
たえず、「ことば」にアンテナをはって欲しい。
●参考文献・教材
プリントを配布。

授業科目名

科目NO.

LCLNG3301

授業コード

言語応用特論

L235100010
単位数

Special Studies in Linguistics Applied
授業形態

担当教員名

演習

田中 一彦

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ノウハウを身につける。
●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
第２回 先行研究論文の批判的概観（グループ1）
第３回 先行研究論文の批判的概観（グループ2）
第４回 先行研究論文の批判的概観（グループ3）
第５回 先行研究論文の批判的概観（グループ4）
第６回 代替案の構想発表（グループ1）
第７回 代替案の構想発表（グループ1)
第８回 代替案の構想発表（グループ2）
第９回 代替案の構想発表（グループ2）
第１０回 代替案の構想発表（グループ3）
第１１回 代替案の構想発表（グループ3）
第１２回 代替案の構想発表（グループ4）
第１３回 代替案の構想発表（グループ4）
第１４回 ミニ卒論タイトル、章立て発表（グループ1、2）
第１５回 ミニ卒論タイトル、章立て発表（グループ3、4）
●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.

LCLNG3302

授業コード

言語比較特論

L235110010
単位数

Special Studies in Comparative Analysis of Language
授業形態

担当教員名

演習

山崎 雅人

2単位

●科目の主題
言語応用コースにおいて学士号を取得するために、卒業論文とはどのようなものなのかを理解することが主題である。
●到達目標
本コースでこれまでに作られた卒業論文の実物の分析を通して、卒業論文の作成手法を理解することである。
●授業内容・授業計画

受講生各人が担当する卒業論文を決め、以下の手順で分析し報告を行うとともに、他の受講生の報告を評価
する方法を学ぶ。報告の時間を確保するために、受講生をふたつのグループに分けて、隔週で報告する側を
交代する。
1. この授業の進め方の説明、担当論文の決定、報告評価の手順の説明
2. 卒論の総論的分析（第一組）
3. 卒論の総論的分析（第二組）
4. 卒論の結論の分析（第一組）
5. 卒論の結論の分析（第二組）
6. 卒論の序論の分析（第一組）
7. 卒論の序論の分析（第二組）
8. 卒論の本論（仮説部分）の分析（第一組）
9. 卒論の本論（仮説部分）の分析（第二組）
10.

卒論の本論（実証部分）の分析（第一組）

11.

卒論の本論（実証部分）の分析（第二組）

12.

総括的報告（第一組）

13.

総括的報告（第二組）

14.

まとめと補遺

●事前・事後学習の内容
事前学習としては、担当する論文を指定された観点から分析し、簡潔なレジュメを作成すること。事後学習としては、
他の受講生の報告に対するコメントを提出するともに自分の報告に対するコメントを理解して、次の報告に役立てるこ
と。
●評価方法
授業での報告内容と他者の報告へのコメントの内容および出席回数などの平常点により成績を評価する。
●受講生へのコメント
最終学年で取り組む、大学における学業の集大成が卒業論文の作成である。そのための助走として本授業をとらえて
ほしい。
●参考文献・教材
教室で指示する。

授業科目名

科目NO.

LCLNG3209

言語教育特論

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身につける。
●授業内容・授業計画

語用論の概説書を講読しながら、我々の日常言語のコミュニケーションに関わる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 コミュニケーション論1 (Code Model）
第５回 コミュニケーション論2（Inferential Model）
第６回 グライスのコミュニケーション論1
第７回 グライスのコミュニケーション論2
第８回 第4回から7回のまとめ
第９回 関連性理論1
第１０回 関連性理論2
第１１回 関連性理論3
第１２回 ポライトネス理論1
第１３回 ポライトネス理論2
第１４回 言語教育への応用1
第１５回 言語教育への応用2、および総括
●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、当該テーマについて積極的に議論に参加できるようにように
しておく。
授業後は、他の受講生の議論と比較しながら、自らが展開した議論が妥当であったかを検証する。
●評価方法
授業での議論に対する積極的な参加態度（40％）および最終レポート(プレゼン)の成績（60％）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.

LCART3304

文化理論特別演習

授業コード

L236120010
単位数

Advanced Seminar in Culture Theory
授業形態

担当教員名

演習

増田 聡

2単位

●科目の主題
表現文化研究の手法と方法論に関する基礎的文献購読とミニ論文作成を通じて、文化理論に基づいた卒論執筆に必要
となる各種能力を獲得する。表現文化研究における基礎的文献を講読しディスカッションするとともに、各自のテーマ
に従った先行研究調査・作品分析・テーマ発表を行い、ミニ論文の執筆を行う。
●到達目標
表現文化研究の手法と方法論に関する基礎的文献購読とミニ論文作成を通じて、文化理論に基づいた卒論執筆に必要
となる文献読解力、文献調査能力、学術的な執筆能力、適切な学術的対話能力を獲得する。
●授業内容・授業計画

第1回：オリエンテーション
第2回：文献要約１『動物化するポストモダン』１
第3回：文献要約２『動物化するポストモダン』２
第4回：文献要約３『不可能性の時代』１
第5回：文献要約４『不可能性の時代』２
第6回：ミニ論文テーマ作成およびそのための調査法
第7回：ミニ論文テーマ発表（１）
第8回：ミニ論文テーマ発表（２）
第9回：論文作成（１）アウトラインの作成
第10回：論文作成（２）序論と本論と結論
第11回：論文作成（３）引用の手法と書式
第12回：論文作成（４）全体の完成
第13回：論文作成（５）全体の修正
第14回：執筆論文の提出と購読、批評（１）
第15回：執筆論文の提出と購読、批評（２）、まとめ
●事前・事後学習の内容
第１回～第５回：（事前学習）教科書を熟読し、指示された分量での要約を作成する。（事後学習）授業での討議と
指摘を踏まえて、自身の作成した要約の修正を行う。
第６回～第８回：（事前学習）自身のミニ論文テーマを案出するとともに、それに関連する文献を検索し、書誌リス
トを作成しておく。（事後学習）授業での討議と指摘を踏まえて、自身のテーマや書誌リストの修正を行う。
第９回～第１３回：（事前学習）授業で行う作業の準備を行う。（事後学習）授業での討議と指摘を踏まえて、作成
したものの修正を行う。
第１４回 第１５回：（事前学習）他の履修生の論文を読み、質問をリストアップしておく。（事後学習）授業での討
議と指摘を踏まえて他の履修者の論文を再読するとともに、自身の論文の評価を行う。
●評価方法
文化理論に基づいた卒論執筆に必要となる文献読解力、文献調査能力、学術的な執筆能力、適切な学術的対話能力に
ついて評価を行う。各回の課題提出と授業での報告や討議への貢献（50%）、作成したミニ論文の内容（50%）によって
評価する。文献読解力、文献調査能力、学術的な執筆能力、適切な学術的対話能力を総合的に判断するが、上記につい
て卒業論文執筆に必要な最低限度の能力を示すことが評価の最低基準となる。
●受講生へのコメント
提出物は締め切り厳守のこと。
●参考文献・教材
以下の二冊を教科書として用いるので、授業開始前に各自入手しておくこと。東浩紀『動物化するポストモダン』（講
談社現代新書）、大澤真幸『不可能性の時代』（岩波新書）。その他の文献や資料については授業内で指示、あるいは
配布する。

授業科目名

科目NO.

LCART3306

L236140010

授業コード

表象文化論特論

単位数

Specific Lecture in Culture and Representation
授業形態

担当教員名

講義

山中 千恵

2単位

●科目の主題
本授業では、主に日本で発展してきたマンガというメディアの特性とそれが生み出す文化について考察する。マンガ
史、マンガ産業論、表現論などのマンガ・コミックス研究の成果を整理し、社会学的な観点も踏まえつつ、マンガ文化
について理解していくこととする。
●到達目標
マンガ研究の基本的理論を理解し、研究を行う上で必要な知識を習得する。
●授業内容・授業計画

第1回 イントロダクション：授業スケジュールと注意事項を確認し，この授業での到達目標や身につく力につ
いての説明を行なう。また，この授業で扱う「マンガ研究」の特性について，簡単に学習する。さらに，事前・事後
学習として使う書籍等についても説明する。
第2回～3回マンガの歴史：マンガはいかに社会的に位置づけられてきたのか。言説および産業構造からこれ
を考察する。
第4回～7回マンガ表現論：マンガ表現論の議論及び、役割語の議論に基づきマンガ表現の特質について考
察する。
第8回マンガと教育：学習マンガをとりあげ、その歴史とイデオロギーについて考察する。
第9回マンガと戦争の記憶：戦争・災害を描くマンガをとりあげ、リアリティとマンガ表現の関係について考察す
る。
第10回 少女マンガ：少女マンガの歴史を確認し、その特徴を考察する。
第11回～14回（京都国際マンガミュージアムでの授業） マンガとミュージアム：マンガの展示やマンガとミュ
ージアムの関係について考察する。
第15回授業のまとめ
●事前・事後学習の内容
各授業回に以下の事前事後学習を行うこと。
［事前学習］大学の授業支援システムWebClassにアクセスし、配付プリント等を印刷・参照し、授業内容を理解して
おく。
［事後学習］配布プリントを読み返し、学んだ内容に関連する参考資料にあたって理解を深めるとともに、新しく学
んだ語彙や概念を要約し、自分なりに説明できるようにしておく。
●評価方法
平常点（授業時レポート・小テストなど）100％
●受講生へのコメント
集中講義最終日は京都国際マンガミュージアムでの学外実習を行います。
●参考文献・教材
授業中に指示・配布

授業科目名

科目NO.

LCART2101

比較表現論特論

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

木村 覚

2単位

●科目の主題
テクノロジーの進展と結びつけながら、とくに身体的没入の問題に主眼を置いて諸々の文化現象を美学的に研究しま
す。ヴァーチャル・リアリティやVtuberなど、身体拡張を可能にする様々な技術が私たちを取り巻いています。スマー
トフォンもそうした身体拡張の道具と言えるでしょう。人文学を研究する私たちもそうした事象に取り囲まれて生きて
います。主として以下の４点に焦点を当てながら、こうした今日的事象を考察していきます。
「ヴァーチャル」: 没入体験と美学の関係、virtualの意味、VRの体験を通してaffordanceを考える。Vtuberなどを 通
して「アバター」のアイデンティティについて考える。
「優美」: 「ピュグマリオン」の神話を媒介にして美学の歴史から見た「没入」の問題を考える。19世紀のバレエを
参考に、没入のロジックを解明してゆく。
「ダンス」: 20世紀のモダンダンス が問題にした「キネステジア（運動感覚）」について検討する。モダンダンス以
後のempathyについて検討する。CGの身体と現実の身体との比較を通してダンスを再考する。
「システム」: 「システム」とアートの関係、また「障害」をキーワードに身体拡張の問題を考察する。
●到達目標
テクノロジーを介した今日的文化現象を人文学的に研究するために必要ないくつかの考え方が身につく。「優美」を
中心に西洋美学の基本的な思考が身につく。20世紀のダンスの問題が自分の課題として考えられる。「システム」をめ
ぐるアートの考え方が身につく。
●授業内容・授業計画

第1回 イントロダクション 没入と美学
第2回 「バーチャル」について
第３回 「VR」について
第４回 アバターについて
第５回 ピュグマリオンと優美
第６回 カスティリオーネの優美論
第７回 ディドロとルソーの優美論
第８回 バレエ「コッペリア」をめぐって
第９回 モダンダンスと感情移入（empathy）
第10回 ポストモダンダンスと感情移入（empathy）
第11回 暗黒舞踏と感情移入（empathy）
第12回 踊るCGと踊る身体
第13回 「システム」とアート
第14回 「障害」と身体拡張
●事前・事後学習の内容
各回で取り上げた文化現象に関して、インターネットの中で調べられるものについては、復習として各自アクセスし
て自習してください。また第３回で「VR」を体験してもらいます。事前に各自のスマート・フォンに試してみたいVR
のコンテンツ、アプリを入れておいてください。ゴーグルを持っている人は、実際に試してみてください。当日はスマ
ート・フォンを持参してください。
●評価方法
各回での小レポート（10%）＋学期末レポート（90%）
主として授業の理解と授業で紹介した問題を自分の問題として捉え応用する力を評価します。
●受講生へのコメント
ダンスなど扱いますが、経験がなくても問題ありません。領域横断的で欲張りな内容なので、どの分野でも構いませ
んので、自分なりに関心の持てるテーマやジャンルを探しながら講義を受けてください。上にも記しましたが、VRは実
際に体験したいと思っています。積極的な授業参加を希望します。
●参考文献・教材
授業中に配布します。

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

江村 公

2単位

●科目の主題
「Camp（キャンプ）」の再考
アメリカの批評家スーザン・ソンタグは「〈キャンプ〉についてのノート」（1964）の中で、次のように記した。「ま
さに、キャンプの特質とは、不自然さ、つまり人工的なものと大袈裟なものへの愛なのである」。「キャンプ」とは、
主に芸術表現の形式の中に見出され、現状を打破するような複雑な美学だともいわれる。2019年ニューヨークのメトロ
ポリタン美術館で展覧会〈キャンプ：ファッションについてのノート〉が開催されたことで、彼女が具体化した「キャ
ンプ」の概念は再び注目を集めることになった。
本授業の目的は、ある趣味やスタイルを意味する「キャンプ」が「ハイ・アート」や大衆文化にどのような影響を与
えてきたのか考察するものである。演習として、上記の論文が収録された批評集『反解釈』のうち指定された章を講読
した上で議論を行ない、「キャンプ」の意義を検討してもらう。ソンタグが20世紀に提起し、近年再評価されているこ
の概念は、文化の異なる私たちの身の回りでも適応可能だろうか？最終的には、参加者それぞれが「キャンプ」なもの
を探し、その現代的な意味を発見することを目指している。
●到達目標
・「キャンプ」の意味とそれが担っている歴史的コンテクストを理解できるようになる。
・「キャンプ」の存立条件について学び、異文化についての関心、他者への理解を深める。
・上記の概念の意義を踏まえた上で、その解釈や他分野への適応によって創造性を養う。
・発表やレポート作成をとおして、自身の考えを論理的かつ明快に表現できるようになる。
●授業内容・授業計画

1.はじめに（授業の概要説明）
2.現代における「キャンプ」再考の文脈
3.グループ発表
4.グループ発表
5.グループ発表
6.グループ発表
7.前半のフィードバック
8.「キャンプ」の歴史
9.「キャンプ」の意味について
10.「キャンプ」に関する発表
11.「キャンプ」に関する発表
12.「キャンプ」に関する発表
13.「キャンプ」に関する発表
14.フィードバックとまとめ
●事前・事後学習の内容
履修者は前半のグループ発表、および後半の個人での発表が義務付けられるため、事前の学習に相当時間を費やすこ
とが必要となる。また、全員が指定された資料を読み、議論に参加できるよう準備すること。
●評価方法
前半のグループ発表（授業参加度含む）30%。後半の個人発表（授業参加度含む）30%。個人発表を基にして作成する
学期末レポート40%。
単位取得のためには、履修者は前半の発表、後半の発表、レポート提出、この三つを必ずこなす必要がある。
●受講生へのコメント
授業計画は現時点でものであり、実際の履修者人数によって若干変更する可能性がある。
●参考文献・教材
スーザン・ソンタグ『反解釈』（ちくま学芸文庫、1996年）
その他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.

LCART3210

表現文化講読Ⅱ

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

増田 聡

2単位

●科目の主題
ポピュラー音楽の歌詞を読む。歌詞はそれ自体で自立した作品ではなく、音楽や社会的文脈との関連の中で意味を生
成させる「詞＝ことば」であるが、ポピュラー音楽研究においては社会意識を反映したり、またそれを構築するテキス
トとして扱われてきた。古くはハヤカワや見田宗介などがポピュラー音楽の歌詞に関する社会心理学的な研究を行なっ
ているが、それらを含め学術的な歌詞研究の概要と動向を把握したあと、デジタルデータベース環境を活用してJポッ
プの歌詞のテーマ調査を履修者全員で行いたい。特定のテーマが含まれる歌詞データを収集するとともに、その出現の
経年変化の検討、また歌詞内容の分析などを行う。なお調査テーマ設定については、現代ポピュラー音楽への浮上が著
しいナショナリズム的主題を予定している。
●到達目標
歌詞研究の概要を把握し、歌詞データベースの使用法に習熟するとともに、各人の設定テーマに基づく調査を行える
ようになることを目指す。
●授業内容・授業計画

1. イントロダクション
2. 歌詞研究の動向（社会心理学的調査）
3. 歌詞研究の動向（表象分析）
4. 歌詞研究の動向（テーマ分析）
5. Jポップにおけるナショナリズム的モチーフの動向（１）
6. Jポップにおけるナショナリズム的モチーフの動向（２）
7. データベース調査の手法（！）
8. データベース調査の手法（２）
9. 調査（１）
10. 調査（２）
11. 調査（３）
12. 調査データ検討（１）
13. 調査データ検討（２）
14. まとめ
●事前・事後学習の内容
前半（授業６回目）までは、配布された論文を読み、疑問点を整理しておく。授業後は討議された内容を再検討し、
論文の内容の理解を深めておく。
後半（授業７回目以降）は、歌詞データベースを実際に操作し、その特徴を把握する。授業後は授業内で得られた調
査データを整理し、次回の授業での作業準備を行う。
●評価方法
平常点。授業での討議、および調査データの整理、報告、その他の授業内での活動を総合的に評価する。
●受講生へのコメント
授業内で実際に調査を行うので、毎回の課題（かなりの負担になることが想定される）を着実にこなすことが望まれ
る。履修者全員で課題を分担しつつ調査を行うので、欠席や課題未達成は全体の調査スケジュールに影響する。歌詞研
究に関心を持ち、責任をもって調査に尽力できる学生の履修を希望する。また、情報処理室の設備の関係で、過大な履
修登録者があった場合は履修者の選抜を行う可能性もあるので留意のこと。その場合、表現文化コース所属の学生の履
修を優先する。
●参考文献・教材
授業内で指示し、必要な資料は配布する。

授業科目名

科目NO.

文化理論

LEART3201

授業コード

L241010010
単位数

Lecture in 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
19世紀後半から20世紀後半までの欧米の代表的な文化論およびポピュラー文化論を取上げて、ポピュラー文化の研究
が成立するにいたった背景を理解する。
●到達目標
現代の文化研究はポピュラー文化を抜きにしては語れないが、そうなるにいたる過程においてはさまざまな議論があ
った。その変遷を十分に理解することで、現代のさまざまなテクストを考察するさいの基盤とすることが到達目標であ
る。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション
第2回：前史～19世紀後半の文化論
第3回：大衆文化論①
第4回：大衆文化論②
第5回：大衆文化論③
第6回：批判理論①
第7回：批判理論②
第8回：批判理論③
第9回：社会主義者の文化論
第10回：保守派知識人の文化論①
第11回：保守派知識人の文化論②
第12回：文化記号論①
第13回：文化記号論②
第14回：まとめ
第15回：試験
●事前・事後学習の内容
事前に1時間半の予習（テクスト読解）、事後に1時間の復習（問題点の整理と考察）が必要。
●評価方法
必要な授業回数を満たしたうえで、平常点（30％）、試験（35％）、レポート（35％）から総合的に判断する。
●受講生へのコメント
とくになし
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

表象文化論

LEART3202

授業コード

L241020010
単位数

Lecture in Art 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 映画における語りの諸相（１）
第9回 映画における語りの諸相（２）
第 10 回 アニメーション表現の諸特徴
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、必す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.

LEART3203

ポピュラー文化論

授業コード

L241030010
単位数

Lecture in Popular Culture
授業形態

担当教員名

講義

増田 聡

2単位

●科目の主題
音楽をはじめとするポピュラー文化について、いくつかのトピックを通じて概要、理論、研究の方法論を講義する。
特にポピュラー音楽の制作と受容、およびそれを媒介するメディア環境を対象とし、「音楽的主体」のあり方から生じ
る諸問題（メディア環境、産業構造と所有権意識、「送り手主体」の変容、ファン意識の流動化）の検討を通じ、こん
にちのポピュラー文化にアプローチする際に留意すべき理論的・方法論的論点を具体例とともに提示する。
●到達目標
ポピュラー文化への学術的アプローチに必要となる「対象の捉え方」を獲得し、研究に必要な基礎的な視座を身につ
けるとともに、現代ポピュラー文化表現の特徴をメディア環境の変化との関連で説明することができるようになる。
●授業内容・授業計画

第1回：オリエンテーション：「ポピュラー」とは何か
第2回：ウォークマン：「文化表現」を共有すること
第3回：アーティスト：ブランド、キャラ、主体
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
第6回：虚構キャラクターの「実体化」とアイドルの「虚構化」
第7回：映像と音楽：ビデオクリップ小史（１）
第8回：映像と音楽：ビデオクリップ小史（２）
第9回：映像と音楽：ビデオクリップ小史（３）
第10回：ポピュラー文化と所有権意識：パクリと盗作
第11回：copyrightと著作権：産業と文化
第12回：文化表現の複製と再生産
第13回：「複製の普遍化」に伴うポピュラー文化の拡散
第14回：ポピュラー文化表現の学術的アプローチの諸相
第15回：まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：毎回の授業内容に応じて参考文献を読み、疑問点をメモしておく。
事後学習：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も用いながら背景知識を補足しておくほか、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（60%）および授業時に実施するミニレポート（40%）によって評価する。ポピュラー文化への学術的ア
プローチの基礎を身につけ、自身の関心を持つポピュラー文化表現に即して説明できること、および現代ポピュラー文
化表現の特徴をメディア環境の変化との関連で説明できることを基準とする。
●受講生へのコメント
とくになし。
●参考文献・教材
増田聡『聴衆をつくる』（青土社）、増田聡・谷口文和『音楽未来形』（洋泉社）、柴那典『ヒットの崩壊』（講談
社現代新書）ほか、授業内で指示する。

授業科目名

科目NO.

LEART3204

授業コード

比較表現論

L241040010
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
民話の比較研究に関する概説と理論、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

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) 「シンデレラ」
第4回：民話の国際話型(2) 「小人の贈り物 / 瘤取り爺さん」
第5回：民話の国際話型(3) 「白鳥乙女 / 天人女房」
第6回：民話の国際話型(4) 「援助者の名前」
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く必要がある。
●参考文献・教材
教材 授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

テクスト文化論

LEART3205

L241050010

授業コード

単位数

Lecture in Text Culture
授業形態

担当教員名

講義

野末 紀之

2単位

●科目の主題
19世紀末から20世紀前半にかけて芸術思想のなかに浮上するテクノロジーの問題を取上げて、考察を加える。
●到達目標
当該テーマが現代の文化や芸術を考察するさいに欠かせない所以を認識することが目標である。
●授業内容・授業計画

第1回: イントロダクション
第2回: 芸術のための芸術（1）
第3回: 芸術のための芸術（2）
第3回: 未来派とその周辺（1）
第4回: 未来派とその周辺（2）
第5回: モダニズム（1）
第6回: モダニズム（2）
第7回: モダニズム（3）
第8回: 参戦詩人（1）
第9回: 参戦詩人（2）
第10回: 参戦詩人（3）
第11回: 日本の作家（1）
第12回: 日本の作家（2）
第13回: 日本の作家（3）
第14回: まとめ
第15回: 試験
●事前・事後学習の内容
配布資料の読解に2時間の事前学習、問題点の整理と考察に1時間の事後学習が必要。
●評価方法
必要な出席回数を満たしたうえで、平常点（30%）、レポート（35%）、試験（35%）による。
●受講生へのコメント
とくになし
●参考文献・教材
プリントを配布する。参加文献は適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

LEART3206

表現文化論基礎演習

授業コード

L241060010
単位数

Basic Seminar in Art and Representation
授業形態

担当教員名

演習

海老根 剛／江村 公

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具体的に把握し、考察するレッスンを行う。作品は私たち
の前に、ひとつの触知可能なまとまりとして、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、そのような触知可能な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)
●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 WebClass ページに掲載する。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て評価する。
●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.

表象文化論演習

LEART3207

授業コード

L241070010
単位数

Seminar in Culture and Representation
授業形態

担当教員名

演習

海老根 剛

2単位

●科目の主題
ひとつの映画作品は膨大な数の映像と音響の組み合わせによって構成されています。そこには映像だけでなく、字幕、
台詞、ナレーション、音楽、環境音（ノイズ）、視覚効果など多様な要素が含まれます。そうした諸要素が相互に特定
の仕方で関係づけられることで、映画作品という複雑にして精妙な構築物が成立しています。
この授業では、ひとつの映画作品を、いっさい省略せずに最初から最後まで場面ごとに上映し、適宜、文献なども
参照しながら共同で作品分析を展開します。多数の視点からひとつの作品を見ることを通して、映画表現の複雑さと意
味作用の豊かさを具体的に把握することを目指します。
●到達目標
最終的なコンセンサスを志向しないオープンな議論を通して、映画作品の表現上の特徴や技法や主題や意味作用を考
察し、映画表現の多面性と意味作用の複雑さを理解する。この授業が目指すのはひとつの結論（「正解」）に到達する
ことではなく、リラックスした雰囲気の中で多様な意見を出しあい、できるだけ多くの視点や解釈を持ち込むことで作
品分析を豊かにすることです。
また、日本の学生が非常に苦手とするフラットでオープンな議論、すなわち教員があらかじめ所有していると想像さ
れる「正解」を求めて競い合うのではなく、楽しみながら議論することを通して、参加者（教員も含む）の誰もがそれ
以前には考えてもみなかったような事柄を共同で発見する議論のレッスンをすることも、もうひとつの目的です。
●授業内容・授業計画
各回の授業では、映画の場面を上映したあとでその場面についてフリーディスカッションを行います。そのさい、出
席者は持ち回りで進行役を担当します。
今回の授業では２本の作品を扱う予定です。

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
第 11
第 12
第 13
第 14

イントロダクション
課題作品上映
場面上映とディスカッション（１）
場面上映とディスカッション（２）
場面上映とディスカッション（３）
場面上映とディスカッション（４）
場面上映とディスカッション（５）
課題作品上映
場面上映とディスカッション（１）
回 場面上映とディスカッション（２）
回 場面上映とディスカッション（３）
回 場面上映とディスカッション（４）
回 場面上映とディスカッション（５）
回 まとめのディスカッション

●事前・事後学習の内容
受講者は毎週配布される関連文献を読んだうえで授業に参加すること。
●評価方法
評価は司会の担当と議論への参加にもとづいて行います。評価対象となるのは議論への参加であって、授業への参加
（＝出席）ではないので注意すること。出席していても議論に参加しない（＝発言しない）受講者は欠席とみなします。
●受講生へのコメント
（1）この授業は、受講者が映画表現について最低限の知識も持ち、映画を考察するための基礎概念を学んでいること
を前提しています。したがって、2019年度前期開講または2020年度前期開講の「表象文化論」（担当：海老根剛）を受
講し、単位取得していることを受講の条件とします。
（2）作品上映の授業日は、作品の長さによって規定の授業時間を超過する可能性があります（その場合には、お昼休
みの時間から上映を行います）。このことを了解のうえ受講のこと。作品上映に欠席した場合、発表・議論にも参加で
きません（やむを得ない理由の場合は除く）。

（3）全員が議論に参加できる環境を用意するため、受講人数は最大12名とします。希望者多数の場合には、初回の授
業の出席者から抽選するので必ず出席すること。
（4）積極的に議論に参加する意欲のある学生のみ受講すること。
●参考文献・教材
適宜、配布する。

授業科目名

科目NO.

ポピュラー文化論演習

LEART3208

授業コード

L241080010
単位数

Seminar in Popular Culture
授業形態

担当教員名

演習

増田 聡

2単位

●科目の主題
ポピュラー文化の概要、理論、研究の方法論などを文献購読を通じて身につけ、研究を進めるために必要な能力を獲
得する。音楽をはじめとするポピュラー文化に関する研究文献を講読し、ディスカッションを通じて、概要、理論、お
よび研究の方法論を獲得する。
●到達目標
ポピュラー文化の概要、理論、研究の方法論を身につけ、自身の研究テーマに即して応用するために必要となる能力
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
第2回：文献購読と討議
第3回：文献購読と討議
第4回：文献購読と討議
第5回：文献購読と討議
第6回：文献購読と討議
第7回：文献購読と討議
第8回：文献購読と討議
第9回：文献購読と討議
第10回：文献購読と討議
第11回：文献購読と討議
第12回：文献購読と討議
第13回：文献購読と討議
第14回：文献購読と討議
第15回：文献購読と討議
●事前・事後学習の内容
事前学習：毎回提示されるテキストの該当箇所を事前に精読し、内容を把握するとともに疑問点をメモしておく。授
業内での報告が課された場合は、該当箇所を要約し、要点および発展的な内容をまとめたレジュメを作成しておく。
事後学習：授業内の討議を踏まえて、テキストを再読し、理論的要点を把握する。
●評価方法
ポピュラー文化の概要、理論、研究の方法論を身につけ、自身の研究テーマに即して応用するために必要となる能力
を評価する。課題提出と授業での報告や討議への貢献（50%）および事後レポート（50%）。ポピュラー文化を学術的に
捉える観点を獲得し、対象の特性について適切に説明できることを合格の最低基準とする。
●受講生へのコメント
討議に積極的に参与することが望まれる。また、初回の授業には必ず出席すること。
●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）を予定するが、履修者の関心に応じて変更
する可能性もある。

授業科目名

科目NO.

比較表現論演習

LEART3209

授業コード

L241090010
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
伝承文学とそのについて再話「シンデレラ」を題材として考察する。「シンデレラ」は世界的に類話が存在し、その
伝承母体である社会の価値観によって物語には違いがある。また、社会のイデオロギーの影響をうけて変化してきた。
それは意図的に改変された結果でもある。例えば、ペローの「シンデレラ」、グリムの「灰かぶり」には、制作当時の
イデオロギーが反映されている。17世紀や19世紀のヨーロッパのイデオロギーの表出であるお伽話は、はたして現代に
おいてどのような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
物語を社会との関係のなかで考察し、物語を批判的に読むための視点と姿勢を身につけるとともに、パロディ制作を
とおして創造的思考を養うことを目標とする。
●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、「シンデレラ」に関する入門的研究書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、様々な類話、再話を取り上げ、グループで
作品について討論した後、口頭発表する。最後に、グループごとに「シンデレラ」のパロディを作成し、発表する。
第１回 イントロダクション
第２回 文献の報告
第３回 文献の報告
第４回 文献の報告
第５回 文献の報告
第６回 文献報告
第７回 文献報告
第８回 パロディ作品の分析
第９回 パロディ作品の分析
第１０回 パロディ作品の分析
第１１回 パロディ作品制作
第１２回 パロディ作品制作
第１３回 パロディ作品制作
第14回 作品発表
第15回 総括
●事前・事後学習の内容
事前学生としては、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60％。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
「シンデレラ」はよく知られた物語であるが、受講前にもう一度、グリム童話とペローの童話集を読んでおいて下さ
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
授業中に適宜指示する。

授業科目名

科目NO.

テクスト文化論演習

LEART3210

授業コード

L241100010
単位数

Seminar in Text Culture
授業形態

担当教員名

演習

野末 紀之

2単位

●科目の主題
文学テクストを考察し分析するさいの基本的理論をいくつか取上げて理解するとともに、それらをテクスト分析に応
用する。
●到達目標
理論を身につけ、文学テクストを考察し分析するさいに応用できることが目標である。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション
第2回：作者とテクスト（１）
第3回：作者とテクスト（２）
第4回：異化（１）
第5回：異化（２）
第6回：物語の構造（１）
第7回：物語の構造（２）
第8回：ジェンダー（１）
第9回：ジェンダー（２）
第10回：テクスト分析（１）
第11回：テクスト分析（２）
第12回：テクスト分析（３）
第13回：テクスト分析（４）
第14回：質疑応答とまとめ
第15回：試験
●事前・事後学習の内容
事前学習（配布資料の内容理解）に2時間、事後学習（内容確認と問題点の整理）に1時間必要。
●評価方法
必要な出席回数を満たしたうえで、平常点（30％）、レポート（35％）、試験（35％）による。
●受講生へのコメント
さまざまな文学テクストを積極的に読んでほしい。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

LEASA3201

授業コード

アジア文化学基礎論

L242010010
単位数

Introduction to Asian Studies
授業形態

担当教員名

講義

多和田 裕司

2単位

●科目の主題
本講義では、アジア文化を学ぶための基礎的な知識の修得を目指す。東アジア、東南アジアを中心に、自然、地理、
歴史、宗教、政治、経済などアジアについての基本的な事項を概説するとともに、アジア文化をとらえるさいの着目点
やアジア文化の活用などについて教授する。
●到達目標
東アジア、東南アジアの文化と社会について基本的な説明ができる。アジア文化を学問的対象として「課題化」する
ことができる。
●授業内容・授業計画

第1回：アジア文化を学ぶ意義
第2回：東アジア・東南アジア概観(1)：自然と地理
第3回：東アジア・童男アジア概観(2)：歴史
第4回：東アジア・童男アジア概観(3)：宗教
第5回：東アジア・東南アジア概観(4)：政治と経済、小テスト
第6回：アジア文化を学ぶ視点(1)：アジアの共通性
第7回：アジア文化を学ぶ視点(2)：アジアの多様性
第8回：アジア文化を学ぶ視点(3)：アジアはひとつなのか多様なのか？、小テスト
第9回：アジア文化の活用(1)：商品化と観光文化
第10回：アジア文化の活用(2)：アジア的価値論
第11回：アジア文化の活用(3)：ソフトパワー
第12回：現代アジアにおける文化の共通化(1)
第13回：現代アジアにおける文化の共通化(2)、小テスト
第14回：課題としてのアジア文化
第15回：講義の総括
●事前・事後学習の内容
授業中に配布される資料をもとに、基本的概念や用語などについて事前、事後に確認しておくこと。
●評価方法
到達目標への達成度をもとに評価する。評価は、期末レポート（70%）と小テスト（30%）によって行う。合格のため
の最低基準として、東アジア、東南アジアの文化と社会について基本的な説明ができること、ならびにアジア文化を学
問的対象として「課題化」することができることを求める。
●受講生へのコメント
授業以外の場でも、アジア文化やその活用事例について、積極的に関心を向けてほしい。
●参考文献・教材
授業中に資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

LEASA3202

授業コード

アジア地域文化概論

L242020010
単位数

Introduction to Region and Culture in Asia
授業形態

担当教員名

講義

松浦 恆雄

2単位

●科目の主題
本科目は、アジア地域の文化、特に中華圏の文化についての概要を理解することを主題とする。
●到達目標
アジア地域の文化、特に中華圏の文化についての概要を理解し、興味のある事象については、さらに深い理解に到達
することを目標とする。
●授業内容・授業計画

【授業内容】テキストに『中国文化スター列伝』（関西学院大学出版会、2016年）を用いる。授業は、受講生に
よるテキストの各章の報告と教員による最新の研究動向の紹介・分析を織り交ぜて実施する。報告者以外の受
講者にも各章の内容についての発言を求める。報告の仕方については、ガイダンス時に説明する。
【授業計画】
第一回：ガイダンス。
第二回：第一章宋慶齢
第三回：第二章毛沢東
第四回：第三章白毛女
第五回：第四章魯迅
第六回：第五章廃名
第七回：第六章張愛玲
第八回：第七章梅蘭芳
第九回：第八章李香蘭
第十回：第九章ブルース・リー
第十一回：第十章テレサ・テン
第十二回：第十一章銭鍾書
第十三回：第十二章劉暁波
第十四回：まとめ
●事前・事後学習の内容
受講生は、テキストの当該箇所を読み、紹介されている作品などについての理解を深めて授業に臨むこと。
●評価方法
平常点（出席40％、報告＋議論60％）
●受講生へのコメント
第一回のガイダンスにおいて、授業の具体的な進め方を説明し、受講生の担当個所についても決めるため、受講希望
者は必ず出席すること。
●参考文献・教材
中国モダニズム研究会『中華文化スター列伝』関西学院大学出版会、2016年。

授業科目名

科目NO.

LEASA3203

アジア共生文化概論

授業コード

L242040010
単位数

Introduction to Multicultural Coexistence in Asia
授業形態

担当教員名

講義

多和田 裕司

2単位

●科目の主題
本講義では、日本を含めた東アジア、東南アジアを中心とするアジアにおける多文化共生の諸相を、おもに民族と宗
教という観点から概説する。民族と宗教、それに国家というそれぞれが異なったベクトルのなかに人々を結びつける力
こそが、共生と対立の動因に他ならないからである。
●到達目標
アジアにおける多文化共生の現状を説明することができる。文化の共生と対立を民族、宗教、国家という三者の関係
性から論じることができる。
●授業内容・授業計画

第1回：多文化共生から共生文化へ:講義のねらい
第2回：民族とナショナリズム
第3回：同上
第4回：宗教によるつながりと衝突
第5回：同上、小テスト
第6回：日本社会における多民族性
第7回：東アジアにおける多民族性
第8回：東南アジアにおける多民族性
第9回：国家と民族をめぐる対立
第10回：同上、小テスト
第11回：対立と共存をとらえる視点
第12回：同上
第13回：共生文化への可能性
第14回：同上 小テスト
第15回：講義の総括
●事前・事後学習の内容
授業中に配布される資料をもとに、基本的概念や用語などについて事前、事後に確認しておくこと。
●評価方法
到達目標への達成度をもとに評価する。評価は、期末レポート（70%）と小テスト（30%）によっておこなう。合格の
ための最低基準として、アジアにおける多文化共生の現状を説明すること、ならびに文化の共生と対立を民族、宗教、
国家という三者の関係性から論じることができることを求める。
●受講生へのコメント
日常の経験やニュースなどをもとに、アジア各地における共生をめぐる問題に関心を向けてほしい。
●参考文献・教材
授業中に資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

LEASA3204

アジア比較文化概論

授業コード

L242050010
単位数

Introduction to Comparative Culture in Asia
授業形態

担当教員名

講義／演習

堀 まどか

2単位

●科目の主題
アジア文化について比較文化的な観点から概説する。18世紀から21世紀までのアジアのなかの日本、そして国際文化
交流史について、具体的な作品や比較文学理論や方法にふれながら理解を深める。近現代の欧米における芸術の転換期
において、そしてアジアの諸地域において、日本の詩歌、文学、宗教、芸能、美術などが、いかに発信され、いかに受
容されたのか。日本文化の特質を考えながら、近代の世界各地の文芸芸術や芸術家や思想家についての基礎知識を学び、
近代史や地理についての概略を知る。
●到達目標
学生が、18世紀から現代までの概略的な国際文化の流れと、国際的な観点からみたときの日本の歴史観・世界史観を
まなぶ。さまざまな文学作品や文化事象や歴史事象に相対的な視点をもつことができる。アジアと日本についての基礎
的な知識を得て、自分のことばで説明できるようになる。
●授業内容・授業計画

第1回：アジアの範囲/イントロダクション
第2回：18世紀までのアジア①
第3回：18世紀までのアジア②
第4回：19世紀のアジア観①西洋
第5回：19世紀のアジア観②西洋
第6回：19世紀のアジア観③東洋
第7回：19世紀のアジア観④東洋
第8回：20世紀のアジア観①政治と政策
第9回：20世紀のアジア観②文化
第10回：20世紀のアジア観③文学
第11回：20世紀のアジア観④戦争
第12回：20世紀のアジア観④ナショナリズム・民族
第13回：21世紀のアジア観①
第14回：21世紀のアジア観②
第15回：試験
●事前・事後学習の内容
講師が指示する、次の授業で取り上げる文献、作品、記事は、事前にかならず読んできて、疑問点や課題点を整理し
ておくこと。それについての授業内発表も求められる。
●評価方法
到達目標への達成度についての評価をおこなう。
評価方法は、授業内のコメントペーパー（50％）と、試験（50％）
合格のための最低基準は、60％
●受講生へのコメント
予備知識がない方でも歓迎するが、積極的に学習する姿勢・授業に参加する姿勢が求められる。
●参考文献・教材
授業内で指示する。

授業科目名

科目NO.

LEASA3205

授業コード

アジア地域文化論

L242060010
単位数

Region and Culture in Asia
授業形態

担当教員名

講義

松浦 恆雄

2単位

●科目の主題
本科目の主題は、アジア地域文化、特に中華圏の文化状況について、基礎的で幅広い知識を把握し、興味のある対象
に対しては深い理解が可能となる視野を獲得することにある。
●到達目標
本科目の到達目標は、アジア文化、特に中華圏に文化状況について、授業を通じて、個別の興味のある対象を深く理
解することのできる視野を獲得することである。
●授業内容・授業計画

授業は、受講生の報告と教員の説明を織り交ぜながら進めてゆく。以下の書籍より一部を抜粋してテキストと
する。
なお、受講生の情況によって、取り上げる書籍、テキストを変更することがある。
第一回：ガイダンス。
第二回：『中国二〇世紀文学を学ぶ人のために』世界思想社、（１）
第三回：『中国二〇世紀文学を学ぶ人のために』（２）
第四回：『中国二〇世紀文学を学ぶ人のために』（３）
第五回：丸尾常喜『魯迅 「人」「鬼」の葛藤』岩波書店、（１）
第六回：丸尾常喜『魯迅 「人」「鬼」の葛藤』岩波書店、（２）
第七回：松永正義『台湾を考えるむずかしさ』研文出版。
第八回：松永正義『台湾文学のおもしろさ』研文出版。
第九回：星名宏修『植民地を読む 「贋」日本人の肖像』法政大学出版局。
第十回：菅原慶乃『映画館のなかの近代 映画観客の上海史』晃洋書房。
第十一回：佐藤賢『中国ドキュメンタリー映画論』平凡社。
第十二回：『現代中国文化の光芒』中央大学出版部。
第十三回：上田信『伝統中国』講談社選書メチエ。
第十四回：まとめ。
●事前・事後学習の内容
毎回、事前に授業で取り扱うテキストを深く読み込んでくること。また、事後には、授業で配布される資料などをき
ちんと整理し、読み返すこと。
●評価方法
平常点（出席、報告、議論から総合的に）
●受講生へのコメント
第一回の授業で、テキストを配布し受講生の担当を決定するため、必ず出席すること。
●参考文献・教材
プリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

LEASA3206

アジア共生文化論

授業コード

L242080010
単位数

Multicultural Coexistence in Asia
授業形態

担当教員名

講義

多和田 裕司

2単位

●科目の主題
本講義では、主として島嶼部東南アジアを対象としながら、多文化共生の実態、課題、展望などについて考察する。
島嶼部東南アジア諸国は、いずれも多民族、多宗教、多言語から構成される多文化社会であり、多文化共生に向けた各
国の取り組みの特徴やその功罪などを検討することで、多文化共生社会を考えるための手がかりを得る。
●到達目標
島嶼部東南アジア諸国における多文化共生の実態や課題について説明することができる。東南アジア諸国の多文化共
生への試みを手がかりに、共生文化のありかたを構想することができる。
●授業内容・授業計画

第1回：多文化共生から共生文化へ：講義のねらい
第2回：島嶼部東南アジア概観
第3回：タイにおける多文化状況と共生への試み
第4回：同上
第5回：同上
第6回：マレーシアにおける多文化状況と共生への試み
第7回：同上
第8回：同上
第9回：インドネシアにおける多文化状況と共生への試み
第10回：同上
第11回：同上
第12回：シンガポールにおける多文化状況と共生への試み
第13回：同上
第14回：同上
第15回：講義の総括
●事前・事後学習の内容
授業中に配布される資料をもとに、基本的概念や用語などについて事前、事後に確認しておくこと。
●評価方法
到達目標への達成度をもとに評価する。評価は、期末レポートによって行う。合格のための最低基準として、島嶼部
東南アジア諸国における多文化共生の実態や課題について説明することができること、ならびに共生文化のありかたに
ついての自らの見解をまとめられることを求める。
●受講生へのコメント
東南アジア各国における取り組みをもとに、真に共生的な社会実現のための方策を考えてほしい。
●参考文献・教材
授業中に資料を配付する。

授業科目名

科目NO.

LEASA3207

アジア比較文化論

授業コード

L242090010
単位数

Comparative Culture in Asia
授業形態

担当教員名

講義／演習

堀 まどか

2単位

●科目の主題
本講義では、日本語で書かれた近現代文学をテーマにして、比較文化的な視点からアジアのなかの文化の特徴や現在
にいたる諸課題について講義する。とくに扱うのは、日本の「外」にあたる場所で書かれた作品、「外」にあたる場所
を題材にした作品であり、その文芸表現をとおして、日本近代の歴史と文化事象の基礎を学ぶ。世界の読者の視点を意
識しながら作品を読み、同時にそこに関連していた政策、政治、経済など、諸理論をあわせて理解していくことで、日
本とアジアについての理解を深める。日本語文学を読むことを通して、アジア文化の多様性と特質を概略的に学び、理
解を深める。
●到達目標
学生が、アジアのなかの日本を比較文化的な視点で再認識し、基礎的な知識と歴史を理解することができる。従来の
日本文学史からはずれているといえる日本語文学やその文化的研究の意義がどこにあるのかを考え、自分のことばで説
明することができる。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション／目的と概説
第2回：文化研究の方法/基礎①作者の立ち位置
第3回：文化研究の方法/基礎②作品・表現
第4回：文学研究の方法/基礎③読者
第5回：境界の文学／日本の西①
第6回：境界の文学／日本の西②
第7回：境界の文学／日本の西③
第8回：境界の文学／日本の東①
第9回： 境界の文学／日本の東②
第10回：境界の文学／日本の東③
第11回： 境界の文学／日本の南①
第12回：境界の文学／日本の南②
第13回：境界の文学／日本の北①
第14回：境界の文学／日本の北②
第15回：試験
●事前・事後学習の内容
指示された作品、論文、記事を事前に読み、疑問点や課題点を整理しておくこと。
●評価方法
到達目標の達成度について評価をおこなう。
評価方法は、授業内でのコメントペーパー（50％）、試験（50％）
合格のための最低基準は70％
●受講生へのコメント
毎回、授業で扱う作品を読み、感想や意見をまとめてくることが求められる。
●参考文献・教材
毎回、読むべき資料を配布、もしくは指示する。参考書は、受講生の到達度に合わせて、授業内で指示する。

授業科目名

科目NO.

LEASA3208

授業コード

文化人類学

L242140010
単位数

Cultural Anthropology
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）：文化とナショナリズム、越境する文化、現代消費社会における文化、
文化の力
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 動態としての文化（4）
第１５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.

LECRS3201

L243010010

授業コード

文化資源基礎論

単位数

Introduction to Cultural Resources studies
授業形態

担当教員名

講義

菅原 真弓

2単位

●科目の主題
21世紀初頭に登場する「文化資源」という言葉。様々な事物を「文化資源」として捉え直すことで、既成の価値だけ
にとらわれない新しい見方や意味が生まれる。「文化資源とは何か」を関連諸分野の研究と比較しながら詳説する。
●到達目標
「文化資源」についてより豊かに理解し、文化資源研究の基礎的理解を醸成する。
●授業内容・授業計画

第1回：ガイダンス文化資源とは何か、文化資源学とは何か
第2回：文化資源学が扱うモノ、コト（概説）
第3回：文化資源としての視覚芸術１
第4回：文化資源としての視覚芸術２
第5回：「美術史学」と「文化資源学」
第6回：文化資源としての民俗（モノ、コト）と民俗学
第7回：文化資源としての建築と美術史学（建築史）
第8回：文化資源としての音楽（記録媒体を含む）と音楽学、音楽美学
第9回：文化資源としての街並みと地理学、観光学
第10回：文化資源としての演劇と演劇学
第11回：文化資源を社会に役立てること１

観光の観点から

第12回：文化資源を社会に役立てること２

いわゆるイベント、プロジェクトを概観して

第13回：文化資源とは何か

身近な「何か」と文化資源

第14回：まとめにかえて：文化資源を発見する フィールドワーク
●事前・事後学習の内容
事前学習は特に必要としないが、各回の内容に関心を持って各自文献や実際の事物にあたる経験をしておくことを求
める。事後においては、各回で取り上げた内容を「文化資源」として捉え直すことで生まれる事について、より深く
学習することを望む。
●評価方法
授業の内容をベースにした期末レポートと、各回の小レポート（出席カードにそれぞれ記す授業の感想や学び）に基
づき評価（内訳はレポートが50％、小レポート（＝授業への意欲）が50％）。
●受講生へのコメント
「文化資源」というおそらくは耳慣れぬ言葉を、自らの生活の周囲にもある身近なものとして認識し、これを研究す
ることの楽しさを見つけてもらいたい。
●参考文献・教材
授業時にプリントを配布し、適宜、授業内で参考文献を紹介する。

授業科目名

科目NO.

LECRS3202

授業コード

観光文化論

L243020010
単位数

Lecture on Tourism in Cultural Context
授業形態

担当教員名

講義

天野 景太

2単位

●科目の主題
本科目では、文化資源の社会的運用のあり方に関して扱う科目群のうち、観光領域におけるあり方を中心に講義する
科目である。観光を文化現象として捉え、現代観光の文化的な特質について、関西を中心とした国内外のさまざまな事
例に基づきながら考察する。具体的には、
「現代日本・大阪におけるニューツーリズムの観光文化論」をテーマとする。
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る。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する。
●到達目標
授業の内容を自ら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
して理解を深めることができる。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るが、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
視点を獲得できる。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
つけることができるたり、観光における文化変容のダイナミズムを捉えるセンスを養うことができる。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション～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：“ストレス解消”から“ウェルネス”の探求へ～ヘルスツーリズム
第4回：大阪・関西万博の観光的インパクト～イベントツーリズム
第5回：ものがたりの足跡を訪ねる～コンテンツツーリズム
第6回：「大人の社会科見学」は浸透するのか？～インダストリアルツーリズム
第7回：国際観光地としての日本橋オタロード～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：千社詣からドラゴンクエストウォークまで～ゲーミングツーリズム
第10回：被災記憶の継承から復興への願いをかたちに～ダーク／ボランティアツーリズム
第11回：観光行動が「エコ活動」となるのか？～エコツーリズム【1】
第12回：観光振興と環境保護は両立できるのか？～エコツーリズム【2】
第13回：「廃」なるものの固有価値を求めて～ヘリテージツーリズム
第14回：観光を通じた都市と農村の交流～グリーン／ブルーツーリズム
●事前・事後学習の内容
全回を通じて、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ほ
しい。その上で事後学習として、授業内容を参考に自身で構想するニューツーリズムの企画や、実施の可能性について
のシミュレーションが求められる。
●評価方法
毎回、講義される観光文化のあり方について、的確に理解し、具体例を想起するとともに考察出来ているのかが評価
のポイントであり、それが出来ることが単位取得の最低条件である。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うが、そのコミュニケーションペーパーへの回答内容（30％）と、中
間レポート（35％）、期末試験（35％）により評価する。ただし、コミュニケーションペーパーへの回答数が学期を通
じて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評価となる。なお、授業開始後30分
以上遅刻した場合、コミュニケーションペーパーの回答権を失う。
●受講生へのコメント

本科目は文学資源コースの選択必修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る。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を展開する。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する。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る。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もらいたい。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「文化資源特論A」「日本文
化発信のための英語」、全学共通教育の「観光研究入門」「観光と文化」「地域実践演習」などを並行履修することを
推奨する。
●参考文献・教材
安福恵美子編『「観光まちづくり」再考：内発的観光の展開にむけて』古今書院、2016年。ほか、毎回教場にてプリ
ントを配布する。参考文献は、必要に応じて授業中に紹介する。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されたい。

授業科目名

科目NO.

文化デザイン論

LECRS3203

授業コード

L243030010
単位数

Lecture on Cultural Design
授業形態

担当教員名

講義

沼田 里衣

2単位

●科目の主題
本科目は、文化資源の社会的運用のありかたを理解する科目群のうち、音楽文化のあり方について、社会の様々な場
面や領域におけるものを取り上げ、多角的に学ぶことが目的である。前半は、楽器、場所、楽譜など主に音楽が行われ
る場における諸要素に着目して文化を捉える。中盤では、異なる社会や領域においてどのように音楽形態が異なるのか
を学ぶ。後半では、音楽実践に関連する諸要素を考察する。本授業の目的は、社会的背景や音楽文化の伝統を踏まえた
上で、社会的課題にも目を向け、文化を構想する視点を養うことである。
●到達目標
社会の多様な人々が関係する音楽実践について知り、芸術の機能と社会的意味の関連について理解すること。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション
第2回：楽器と音楽文化
第3回：音楽と場
第4回：音楽文化における楽譜の役割
第5回：音楽と身体
第6回：教育における音楽文化
第7回：福祉・医療における音楽文化
第8回：コミュニティと音楽
第9回：障害者と音楽
第10回：音楽と政治
第11回：音楽と対話実践
第12回：音楽における批評
第13回：音楽文化とその担い手
第14回：総括
●事前・事後学習の内容
授業中に示す参考資料について疑問点を整理しておくこと。授業後は新たに得た知見についてまとめ、関連する資料
をテキストやウェブ等であたり、現場に足を運ぶなどして考察を深めること。
●評価方法
音楽文化の成り立ちに関して、各回に提示された視点の理解度を、コミュニケーションカードにより評価する（30%）。
芸術の機能と社会的意味についての理解度をレポートの提出により評価する（70%）。
●受講生へのコメント
文化について、多様な観点から思考することを求める。適宜視聴覚教材を用いる。
●参考文献・教材
各授業において、必要な文献を示し、資料を配布する。

授業科目名

科目NO.

視覚芸術文化論

LECRS3204

授業コード

L243040010
単位数

Lecture on Visual Art in Cultural Context
授業形態

担当教員名

講義

菅原 真弓

2単位

●科目の主題
絵画や彫刻（立体）といった美術作品や写真、映像、建築。こうした既存の視覚芸術の歴史を踏まえ、加えて近現代に
おける視覚芸術について、主に社会との関係において検討する。取り上げるテーマは日本の視覚芸術（≒美術）とす
る。
●到達目標
視覚芸術に関する基礎的な知見を獲得する
●授業内容・授業計画

第1回：「美術」とは何か 美術史学と「美術」
第2回：宗教と美術①
第3回：宗教と美術②
第4回：産業と美術①
第5回：産業と美術②
第6回：産業と美術③
第7回：報道メディアと美術①
第8回：報道メディアと美術②
第9回：政治と美術
第10回：技術と美術
第11回：概念と美術①
第12回：概念と美術②
第13回：「世界」と美術
第14回：戦争と美術
●事前・事後学習の内容
本授業の授業計画に沿って、準備学習と復習を行なうこと。さらに、授業内容に関連する課題に関する調査・考察を含
めて、毎回の授業ごとに自主的学習を求める。
●評価方法
授業の内容をベースにした期末レポートと、各回の小レポート（出席カードにそれぞれ記す授業の感想や学び）に基づ
き評価（内訳はレポートが50％、小レポート（＝授業への意欲）が50％）。
●受講生へのコメント
まずは美術作品（視覚芸術）に関心を持ってもらいたい。また自国の文化である日本美術については、ことさらであ
る。授業内容はいわゆる「美術史」に含まれるものだが、美術史とは、作品が成立した時代、作家、作品名を「憶える」こ
とではない。各回すべて作品スライドを映写するので、画像イメージをしっかりと「見る」こと、そして何らかの感想
を自分で持つこと、を大切にしてもらいたい。
●参考文献・教材
授業プリントを配布するほか、適宜、授業内で紹介

授業科目名

科目NO.

LECRS3205

授業コード

舞台芸術文化論

L243050010
単位数

Lecture on Theatre in Cultural Context
授業形態

担当教員名

講義

小田中 章浩

2単位

●科目の主題
本科目は、文化資源の社会的運用のあり方を理解する科目群のうち、演劇分野について理解を深めることが目的であ
る。この授業では古代ギリシャからシェイクスピアを経て現代に至る、西洋演劇の上演のあり方に焦点を絞り、演劇が
社会とどのように関わっているのかを考察する。
●到達目標
西洋における演劇と社会の関わりについて、その歴史を系統的に説明できること。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション：演劇とはどのような芸術か
第2回：古代ギリシャの演劇1：表現形式と劇場
第3回：古代ギリシャの演劇2：劇作家と世界観
第4回：古代ローマの演劇：表現形式と劇場
第5回：中世ヨーロッパの演劇：表現形式と世界観
第6回：ルネッサンスの演劇１：イタリアにおける革新
第7回：ルネッサンスの演劇2：イギリスにおける劇世界の進化
第8回：ルネッサンスの演劇3：スペインでの劇世界の進化
第9回：古典主義の演劇：劇作家と世界観
第10回：市民演劇とメロドラマ：劇作家と世界観
第11回：ロマン主義の演劇：劇作家と世界観
第12回：ヨーロッパにおける演劇とリアリズム：劇作家と世界観
第13回：20世紀における演劇の革新1：反リアリズムへの動き
第14回：20世紀における演劇の革新2：パフォーマンスと演劇の融合
第15回：授業のまとめ
●事前・事後学習の内容
各回の講義内容を整理し、次回の講義に備えるために毎週2時間の事後学習を必要とする。
●評価方法
少なくとも古代ギリシャ、シェイクスピア時代（エリザベス朝）、古典主義演劇、19世紀以降の近代劇の上演形式に
ついて、その違いを理解し、かつ説明できること。評価は期末試験（50％）とコミュニケーションカードによる平常点
（50％）によって行う。
●受講生へのコメント
毎回の講義終了前に配布するコミュニケ－ションカードによって前回（一週間前）の講義の理解度を確認する。
●参考文献・教材
講義開始時に参考文献を示すと共に、講義時に資料を配付する

授業科目名

科目NO.

LECRS3206

視覚文化資源論演習

授業コード

L243060010
単位数

Seminar on Visual art and Cultural Resources
授業形態

担当教員名

演習

菅原 真弓

2単位

●科目の主題
視覚文化資源に関する研究手法を学び、その実践を行う。受講生各自が関心を持つテーマを設定し、そのテーマに関
する研究史を調べ、それを基に報告を行う。各自、他の受講生の関心の所在について理解して事前に学び、報告内容に
ついてディスカッションを行う。
●到達目標
視覚文化資源に関する研究手法を学び、それを自ら研究発表という形で実践することで、自らが選んだ視覚文化資源
に関する研究を進め、成果を得る。卒業論文執筆入門を兼ねる。
●授業内容・授業計画

第1回：本授業の進め方と視覚文化資源の研究方法についての説明、各自の自己紹介（関心の所在確認）
第2回：基礎文献の調べ方と研究史のまとめ方
第3回：基礎文献と研究史に関する報告①
第4回：基礎文献と研究史に関する報告②
第5回：基礎文献と研究史に関する報告③
第6回：基礎文献と研究史に関する報告④
第7回：基礎文献と研究史に関する報告⑤
第8回：中間講評および研究テーマ設定について
第9回：テーマ発表①
第10回：テーマ発表②
第11回：テーマ発表③
第12回：テーマ発表④
第13回：テーマ発表⑤
第14回：総合講評
●事前・事後学習の内容
自らの報告にあたっては、課された課題に対しての発表準備を自ら行う（報告一週前の要旨配布、レジュメ作成、パ
ワーポイント作成など）。他者の報告の際には、事前（前週）に公開される報告要旨を基に予習をし、各回のディスカ
ッションへの積極的な参加のための準備を行う。事後は発表時のディスカッション（質疑応答）内容を基に学びを深め、
これを期末レポートに生かしていく。
●評価方法
授業時の報告（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
自らの発表回は無論のこと、他者の発表にも積極的に参加をし、幅広い知見を得るよう努力してもらいたい。
●参考文献・教材
適宜、プリント等を配布する。

授業科目名

科目NO.

LECRS3207

授業コード

地域文化資源論演習

L243070010
単位数

Seminar on Region and Cultural Resources
授業形態

担当教員名

演習

天野 景太

2単位

●科目の主題
地域活性や観光まちづくりに関連する文献の購読を通じて、地域における文化資源の創造や活用のあり方について学
んだ上で、地域文化を活かした実践（地域の国際交流、文化資源を通じた活性化策の提言、ツアーやまち歩き、イベン
ト等）の企画を行う。なおその過程で、現地視察や関係者への聞き取りを逐次実施する。その成果に基づき、各種の学
生コンテストへの出展を目指す（大学生観光まちづくりコンテスト、街のにぎわい創出アイデアコンテスト、日本観光
学会学生プレゼン大会など）。前半は、観光学やまちづくりに関する文献の講読を通じて、地域における文化資源とそ
の活用のあり方とについて理解を深める。後半は、グループワークを通じて、各自の関心や、各種コンテストのレギュ
レーションに則りつつ、履修者が構想する観光実践やまちづくりの企画を報告し、議論する。
●到達目標
地域文化資源活用に関する企画力、および地域文化資源創発に関する想像力が身につく。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション
第2回：地域文化資源活用に関する文献講読【1】
第3回：地域文化資源活用に関する文献講読【2】
第4回：地域文化資源活用に関する文献講読【3】
第5回：地域文化資源活用に関する文献講読【4】
第6回：地域文化資源活用に関する文献講読【5】
第7回：地域文化資源活用に関する企画会議【1】～地域課題の現状認識
第8回：地域文化資源活用に関する企画会議【2】～対象地域の魅力創造に向けたアプローチの検討
第9回：地域文化資源活用に関する企画会議【3】～現地調査
第10回：地域文化資源活用に関する企画会議【4】～地域文化資源を活かすプランの策定
第11回：地域文化資源活用に関する企画会議【5】～効果・実現可能性の検証
第12回：企画発表会・ピアレビュー【1】
第13回：企画発表会・ピアレビュー【2】
第14回：企画発表会・ピアレビュー【3】
●事前・事後学習の内容
学期全体を通じて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
の向上が求められる。そのため、授業時間外における活動が、企画の質に大きく影響する。なおグループワークを基本
とする後半では、積極的にプロジェクトに関与し、自らの責任を果たしていくことが望まれる。
●評価方法
自ら行動し・試行錯誤する経験を経ながら、オリジナルな地域文化資源活性の企画を生み出す（作品化）しえたかが、
評価の基準となる。それらを、授業参画（プロジェクトワーク）への意欲（30％）、プレゼンテーションのクオリティ
（35％）、最終レポート（35％）によって評価する。なお、コンテストへの出展や審査結果は、単位認定のための必要
条件とはならない。
●受講生へのコメント
本演習を通じたスキルの獲得、自己成長に強い意欲をもった学生の参加を期待する。また、現地調査をはじめ、PCを
用いた資料作成など、一定の時間的、金銭的投資が発生することを了解の上、履修されたい。
●参考文献・教材
安福恵美子編『「観光まちづくり」再考：内発的観光の展開にむけて」古今書院、2016年。そのほか、前半に講読す
る文献、および参考文献は、逐次授業時に紹介する。

授業科目名

科目NO.

LECRS3208

授業コード

視覚文化資源論実習

L243100010
単位数

Practical Seminar on Visual arts and Cultural Resources
授業形態

担当教員名

実習

菅原 真弓

2単位

●科目の主題
文化資源はどのように地域社会で活用できるのか。本実習では、主に視覚的な文化資源と社会を結ぶ仕組みづくりを考
察し、一つのプロジェクトとして企画し、これを実施する。現実的かつ実践的な企画を立てて実施するまでの手法を訓練
する。
●到達目標
文化資源の地域社会での活用を考察し、実際のプロジェクトとして企画実施する能力を養う
●授業内容・授業計画

第1回：ガイダンス：文化資源と社会を結ぶ仕組みづくりとは
第2回：文化資源を社会で活かす

実例紹介とその検討

第3回：企画立案①グループディスカッション
第4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5回：グループワーク①
第6回：グループワーク②
第7回：グループワーク③
第8回：グループワーク④
第9回：中間総括：進捗状況報告および問題点の抽出
第10回：グループワーク⑤
第11回：グループワーク⑥
第12回：プロジェクト実施準備
第13回：プロジェクト実施準備
第14回：プロジェクト実施
●事前・事後学習の内容
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
本授業の性格上、授業時間外での作業や検討が必要になることをあらかじめ承知しておくこと。また「文化資源を社会
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学生の皆さんにとって有
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「仕事とは何か」について
を考えるきっかけとなればよいと思われる。
●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.

LECRS3209

授業コード

地域文化資源論実習

L243110010
単位数

Practical Seminar on Region and CulturalResources
授業形態

担当教員名

実習

天野 景太

2単位

●科目の主題
前期の地域文化資源論演習と接続し、「地域づくりの現場をあるく、みる、きく」をテーマとした、現地フィールド
ワークを主体とした実習を行う。全課程を、参加学生のイニシアティブのもとで行うアクティブラーニング形式の実習
として実施する。全国各地に住民や地元の組織が主体となって、外国人観光客を含むさまざまな人々に対して魅力を持
つ地域づくりが課題となっている。そうした取組みのなかから履修者各自が事例を選び、詳細を調べ、発表する。その
中から2つ程度のフィールドを選定し、実際に現地に出向いて調査を行い、文化資源の活用を通じた地域づくりの可能
性について探求する。前半は、観光まちづくりの実例をサーベイし、フィールドの選定と予備調査を行う。11月から12
月の週末にかけて、現地調査合宿を2回程度実施する。後半はそこで得られたデータを整理・解釈し、各自のレポート
を集成して報告書を作成する。
●到達目標
地域文化資源の実態を、自らの視点・方法論に基づいて調査・分析ができる。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション～前期の振り返りと後期のプロジェクトに向けて
第2回：文化資源を活かした地域づくりに関する発表【1】
第3回：文化資源を活かした地域づくりに関する発表【2】
第4回：文化資源を活かした地域づくりに関する発表【3】
第5回：文化資源を活かした地域づくりに関する発表【4】
第6回：フィールド選定コンペ
第7回：対象フィールドに関する下調べ【1】
第8回：対象フィールドに関する 下調べ【2】
第9回：現地調査に向けての準備【1】～問題設定・旅程の検討
第10回：現地調査に向けての準備【2】～合宿計画の決定・各種手配
第11回：データの整理と解釈に関する発表【1】
第12回：データの整理と解釈に関する発表【2】
第13回：データの整理と解釈に関する発表【3】
第14回：ラウンドテーブル（座談会）
●事前・事後学習の内容
前半（第2～10回）は調査候補地、調査対象地に関する机上調査、プレゼンテーション資料の作成、調査合宿の準備、
インタビュー対象者へのアポ取りなど、後半（第11～15回）は、現地調査で得られたデータの整理、分析作業、レポー
ト（報告書原稿）の執筆、報告書の編集、協力者への礼状の作成、送付などが求められる。なお発表は個人で行うもの
の、現地調査プロジェクトは、グループワークを基本とするため、積極的にプロジェクトに関与し、自らの責任を果た
していくことが望まれる。
●評価方法
自ら行動し・試行錯誤する経験を経ながら、地域文化資源の実態を、自らの視点・方法論に基づいて調査・分析がで
きることが単位認定の最低基準である。それらを、授業参画への意欲（30％）、プレゼンテーションのクオリティ（35％）、
最終レポート（35％）によって評価する。
●受講生へのコメント
本演習を通じたスキルの獲得、自己成長に強い意欲をもった学生の参加を期待する。また、現地合宿調査への参加な
ど、一定の時間的、金銭的投資が発生することを了解の上履修されたい。
●参考文献・教材
安福恵美子・天野景太『「観光まちづくり」の今日的課題（仮）』古今書院、2020年刊行予定。そのほかの参考文献
は、授業中に紹介する。

授業科目名

科目NO.

LECRS3210

L243140010

授業コード

文化資源特論Ⅰ

単位数

Specific Lecture on Curtural Resources I
授業形態

担当教員名

講義

天野 景太

2単位

●科目の主題
観光文化資源をめぐる歴史的展開と近年のup to dateな動向に関するテーマ（国際観光論・観光メディア論・文化政策
論など）を毎年設定し、それぞれのテーマについて講義を行う。2020年度は「メディアと観光の文化資源論」をテーマ
とする。前半（第3～9回）は「観光とメディアの文化史」をテーマに、観光の史的展開のなかでどのような観光メディ
アが用いられ、人々の観光行動に対していかなる役割を果たしてきたのかについて概説する。後半（第10～15回）は「メ
ディアイベントとしての観光」をテーマに、マスメディアによって構築される出来事という視点から観光現象を捉え、
それらの諸事例を紐解きつつ概説する。
●到達目標
観光メディアの歴史や社会との関わりを理解することを通じ、文化資源論的な観点から観光メディア、ひいてはマス
メディア一般の特色に関して、具体例とともに理解できる。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション
第2回：観光におけるメディア・コミュニケーションの過程
第3回：中世以前の旅の相克と旅行記・和歌
第4回：江戸の旅人と観光メディア～道中記・名所図会と『旅行用心集』
第5回：鉄道交通の発展と未踏の地への好奇心～鳥瞰図・絵はがき
第6回：ヨーロッパにおける旅行ガイドブックの誕生～『ベデカー』『マレー』
第7回：評価情報の提示～『ミシュランガイド』
第8回：観光の大衆化と広報活動～『満鉄沿線案内』『旅程と費用概算』『ブルーガイド』
第9回：脱・物見遊山の視点～『るるぶ』『地球の歩き方』とネットメディアの台頭
第10回：マスメディアによって構築・拡散される観光地イメージ
第11回：「疑似イベント」としての観光～朝日新聞社が主催した世界一周ツアー
第12回：観光地の国民投票～日本新八景、日本観光地百選
第13回：地域資源の広告・宣伝論～デスティネーションキャンペーン
第14回：メディアがつくる／伝えるショーイベント～オリンピック・万国博覧会の共時性、まとめ（観光メディアの
ゆくえ）
●事前・事後学習の内容
当日の授業内容に関して文章化しノートにまとめておくと良い。授業中・授業後を問わず、授業内容に関して常に思
考し、その結果を文章で表現するトレーニングを重ねておくことが望ましい。また、日頃から主体的に観光メディアに
親しんでおくことが望ましい。
●評価方法
毎回、講義される内容について、的確に理解し、具体例を想起するとともに考察出来ているのかが評価のポイントで
あり、それが出来ることが単位取得の最低条件である。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うが、そのコミュニケーションペーパーへの回答内容（30％）と、期末試験（70％）
により評価する。ただし、コミュニケーションペーパーへの回答数が学期を通じて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評価となる。なお、授業開始後30分以上遅刻した場合、コミュニケーション
ペーパーの回答権を失う。
●受講生へのコメント
授業は講義形式で展開する。毎回授業テーマの内容に関連するプリントを配布するが、加えて実際の観光ガイドブッ
クの誌面や旅番組の映像、観光CMや広告、WEBサイト、イベントの写真など、ビジュアルな資料を豊富に提示してい
く。板書は基本的に行わないので、真剣に講義を受け、内容をリアルタイムに考察、整理しながらコミュニケーション
ペーパーに記入していくことが求められる。
●参考文献・教材
教科書は用いない。毎回教場にてプリントを配布する。

授業科目名

科目NO.

LECRS3211

授業コード

文化資源特論Ⅱ

L243150010
単位数

Specific Lecture on Curtural Resources
授業形態

担当教員名

講義

木川 剛志

2単位

●科目の主題
文化資源としての映画やテレビ放送、デジタル動画などの映像コンテンツに注目し、それらが社会において果たして
きた役割を歴史的に考察するとともに、現在国内外で行われている映画あるいは映像イベントについて、それらを文化
的、社会的、あるいはイデオロギー的なコンテクストの中で読み解くことによって、その意義について検討する。
●到達目標
文化資源としての映画やテレビ放送、デジタル動画などの映像コンテンツの歴史的経緯とその意義について理解を深
める。
●授業内容・授業計画

第1回 概説：映像とはなにか。
第2回 映画の誕生：リュミエール兄弟、シネマトグラフと映像の原体験
第3回 メディアとは1：マクルーハン「メディアはメッセージである」
第4回 メディアとは2：ハーバード・J・ガンズ、メディアとコミュニティ
第5回 エンターテイメントとしての映画：チャップリンを中心に
第6回 日本映画の誕生：その歴史と特徴、黒澤明と小津安二郎の比較を通じて
第7回 1-6のまとめ
第8回 映像とジャーナリズム
第9回 日本における映画文化：ATGを中心に
第10回 映画からテレビへ：劇場からお茶の間へ
第11回 テレビからネットへ：アメリカと日本の構造的差異
第12回 映画祭、ローカルから世界へ
第13回 観光映像：マーケティングと動画配信のこれからの形
第14回 5G時代の映像のあり方
第15回 試験
本授業では映像の歴史を扱うので、現在の常識では不適切と思われる表現の映像も閲覧することもある。その際には閲
覧前に不適切な理由も説明した上で上映する。また、見ることを望まない受講者の一時退出も認める。
●事前・事後学習の内容
本授業では取り扱うメディア作品や映画などを見たことを前提に授業を進める。短い作品は授業内でも上映するが、
多くは授業時間内では鑑賞できない長さの作品なので、受講者は事前に見ておくこと（２時間程度）。また、行った授
業に関するReading Listも提供するので事後に復習を行うことが望ましい（２時間程度）。
●評価方法
試験50％ レポート30％

毎回の授業で配るコメントシート20％の配分で評価する。

●受講生へのコメント
本授業では、メディア学から映画、情報学と幅広い分野を学ぶ。そのためにもっとも重要なことは好奇心であり、授
業内で扱う内容だけでなく、映像全般に興味を持っていることを期待する。また授業内でも興味への動機付けを積極的
に行う。
●参考文献・教材
参考文献
吉見俊哉「メディア文化論」有斐閣
伊藤守「よくわかるメディア・スタディーズ」ミネルヴァ書房
吉田喜重「小津安二郎の反映画」岩波現代文庫"

授業科目名

科目NO.

LECRS3212

文化資源論特別演習

授業コード

L243170010
単位数

Special seminar in Cultural Resources studies
授業形態

担当教員名

演習

天野 景太／菅原 真弓

2単位

●科目の主題
さまざまな文化資源をモノとして芸術学や美術史学的に、あるいは社会事象として社会学、観光学的にアプローチす
る視点、手法を学ぶ。また検討を経た上で、これを社会に活かす方法を考察できるようにする。履修者各自が関心のあ
る任意の文化資源を取り上げ、その文化資源の特徴を調べた上で自らの視点に基づきつつ論理的に価値づけを行い、そ
の価値を他者（演習参加者）に対してプレゼンテーションする。専門分野が異なる2名の教員（菅原、天野）のティーム
ティーチングにより授業を展開する。（科目代表者：天野 景太）
●到達目標
「文化資源」という存在についての複眼的なアプローチを学び、文化資源の価値を相対化する視点を獲得できると同
時に、これを社会に生かすすべが身につく。
●授業内容・授業計画

第1回：イントロダクション
第2回：教員による文化資源の呈示の実演
第3回：参加者によるプレゼンテーション【1】
第4回：参加者によるプレゼンテーション【2】
第5回：参加者によるプレゼンテーション【3】
第6回：参加者によるプレゼンテーション【4】
第7回：参加者によるプレゼンテーション【5】
第8回：参加者によるプレゼンテーション【6】
第9回：参加者によるプレゼンテーション【7】
第10回：参加者によるプレゼンテーション【8】
第11回：参加者によるプレゼンテーション【9】
第12回：参加者によるプレゼンテーション【10】
第13回：参加者によるプレゼンテーション【11】
第14回：まとめ、振り返り
●事前・事後学習の内容
事前学習として、自らが取り上げたい文化資源に関する資料（先行研究、雑誌記事、WEB記事など）を丹念に調査し、
目録化など各自の視点から整理すること、さらに、それを社会で活かすためにはどのように「魅せて」いけばよいのか
を考えながら、プレゼンテーションに向けた準備が求められる。プレゼンテーションの後は、レポートの執筆に向けて
上記の作業をより精緻に行っていくことが求められる。
●評価方法
任意の文化資源に対して自らの調べ、まとめた成果を、熱意をもって他者に対して説得的に語ることができることが、
評価のポイントであり、単位認定の最低基準である。それを、授業参画への積極性とプレゼンテーションの成果（50％）
と、最終レポート（50％）により評価する。
●受講生へのコメント
たとえば日本の芸術文化を例にとるなら、日本画や版画、寺院建築、雅楽、純文学、日本舞踊、茶道、和食などを想
起するかもしれないが、街場の広告やお菓子の空き箱、ゆるキャラグッズ、ギャルメイク、地下アイドル、深夜アニメ、
スマホゲーム、B級グルメに至るまで、丹念に記録・資料化していくことで、等しく文化資源として位置づけることが
できる。それらを「まじめに」ガクモンすることへの意欲を持った者の参加を期待したい。なお、文化資源活用の現場
学習の一環として、博物館、美術館、見本市等の見学、まち歩きツアーへの参加など、インターンシップ的な行事も適
宜企画し、実施する（参加の有無は成績評価には反映しない）。
●参考文献・教材
教科書は用いない。参考文献は、適宜授業中に紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN3201

美術史通論

授業コード

L200110010
単位数

Outline of Art History
授業形態

担当教員名

講義

菅原 真弓

2単位

●科目の主題
日本美術史の通史を概観し、特に近世以降、作家が登場してからの主に絵画作品を通じて日本美術を研究する方法を学
ぶ。また西洋の美術、美術史との比較を通じて、ある意味特異な成立経緯を持つ日本美術史について理解する。
●到達目標
日本美術史の歴史、研究の経緯を理解し、美術作品を客観的に分析する学問である「美術史学」の基礎を学ぶ
●授業内容・授業計画

第1回：美術史とは何か
第2回：西洋美術史と日本美術史
第3回：「日本美術史」の成立と美術史学の成立
第4回：宗教と日本美術１ 仏教彫刻
第5回：宗教と日本美術２ 絵画
第6回：物語と日本美術

絵巻物など

第7回：風俗と日本美術１ 風俗画誕生
第8回：風俗と日本美術２ そして浮世絵
第9回：花鳥と日本美術１ 琳派誕生
第10回：花鳥と日本美術２

琳派、江戸へ

第11回：「近代」と日本美術１ 「日本」「近代」「美術」の誕生
第12回：「近代」と日本美術２ 風景画誕生
第13回：「近代」と日本美術３ それぞれの近代
第14回：「評価」と日本美術

「日本美術史」研究の問題点

●事前・事後学習の内容
事前学習は特に必要としないが、高校程度の日本史の一般常識を求める。授業は各回スライドを映写して行うが、カ
ラー画像などの資料は配布しないので、事後、画集やインターネットなどを通じて画像を再確認して復習することを求
める。また、日本美術作品は大学周辺あるいは大阪市内の博物館施設で展示される機会が多くあるので、なるべく自ら
機会を見つけて実作品に触れること。なお授業内で指定する展覧会に足を運ぶこと。
●評価方法
授業の内容をベースにした期末試験と、各回の小レポート（出席カードにそれぞれ記す授業の感想や学び）に基づき評
価（内訳は試験が50％、小レポート（＝授業への意欲）が50％）。
●受講生へのコメント
授業時間内（場合によっては授業時間外）に、大阪市立美術館など周囲の美術館の見学を実施するので出席する事。
●参考文献・教材
各回の授業でプリントを配布する他、適宜、参考文献を紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN3202

授業コード

民俗学

L200120010
単位数

Folklore
授業形態

担当教員名

講義

岡本 真生

2単位

●科目の主題
日本では、これまで「民俗学」といえば、「柳田國男の民俗学」のイメージのもと、古くから伝わる民間伝承を研究す
る学問と認識されてきた傾向が強かったように思われる。しかし、民俗学は、日本国内でのみ生み出された学問ではない。
近年、「民俗」とは、「何らかの社会的コンテクストを共有する人びとの一人としての個人の生世界において、生み
出され、生きられる経験・知識・表現で、とくに、啓蒙主義的道理性では必ずしも割り切ることのできない、あるいは覇
権主義や普遍主義、主流的・中心的思考とは相入れない、意識・感情・感覚をそこに見出すことができるもの、もしくは
見出すことができると予期されるもの」〔島村 2019 66〕とされている。
本講義は、この定義にもとづくものである。講義全体は2部構成とする。第2回から第8回までを「第1部 現代の民俗
学」、第9回から第13回までを「第2部 日本民俗学」として、第14回に全体総括を行う予定である。
●到達目標
現代における民俗学の視点と方法論を理解する。
●授業内容・授業計画

第1回 イントロダクション
第2回 民俗学とはなにか①
第3回 民俗学とはなにか②
第4回 現代の民俗学①：インターネット
第5回 現代の民俗学②：世界遺産と日本遺産
第6回 現代の民俗学③：聖地巡礼
第7回 現代の民俗学④：社会実践
第8回 現代の民俗学⑤：小括
第9回 日本民俗学学史①
第10回 日本民俗学学史②
第11回 都市と農村①
第12回 都市と農村②
第13回 民俗と信仰
第14回 全体総括
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
授業中にミニ・レポート（計5回）を課す。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
に任せる。
●評価方法
ミニ・レポート（8点満点×5回）および定期試験（60点満点）によって評価する。
●受講生へのコメント
基本的にパワーポイントを用いて、映像資料を併用します。講義形式ですが、単なる知識の習得だけではなく、自
らの生活と照らし合わせて、考えていく姿勢を望みます。
●参考文献・教材
教科書は特に指定しない。
（参考書）：
桑山敬己・島村恭則・鈴木慎一郎2019『文化人類学と現代民俗学』風響社

授業科目名

科目NO.

LXGEN3206

授業コード

観光文化実践演習

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う。出来上がった成果物は、
ボランティアガイドの方々にとっては、各自の実践活動に役立てていただけるようなものを目指す。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る。
●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すものである。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する。
●授業内容・授業計画

授業は3つのパートに分けて行われる。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、発表す
る。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、発表する。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、発表する。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たい。
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、主たる学習内容である。
●評価方法
各パートにおける発表と討論を中心に評価する。具体的には、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を行う。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評価となる可能性がある。
●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
トを占める。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、履修を検討されたい。
＊「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、「大阪の地域・文化実践演習」や「歴
史のなかの大阪」などの科目の受講を通じて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』『東成わくわく大発見』）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うる。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、などがある。

授業科目名

科目NO.

LXGEN3207

広報情報論Ⅰ

L200150010

授業コード

単位数

Advertisements and InformationⅠ
授業形態

担当教員名

講義

中嶋 晋平

2単位

●科目の主題
多くの問題を抱える現代社会において、企業・行政・非営利組織など、あらゆる組織体が社会との良好な関係を構築
し維持することは重要である。この課題を研究する分野を広報・ＰＲ（パブリックリレーションズ）という。広報・Ｐ
Ｒは、組織体・経営体として、これを仲介するメディア産業として、実務的にも重要な位置を占めている。しかし、こ
の分野は現実的な実務が先行し、学術的な理解が進んでいるとは言いがたい。そこで本講義では、広報・ＰＲに関する
歴史および諸概念を理解し、この分野に関心をもつ学生が、体系的・学術的に理解を深めることを目的とする。
●到達目標
1）広報・ＰＲに関する歴史および概念について体系的に理解する。
2）現在、各組織体が行っている広報・ＰＲの考え方や実際の活動について理解する。
3）広報・ＰＲに関わる諸問題を理解し、今後のあり方について考察する力を身につける。
●授業内容・授業計画

第1回 ガイダンス、広報・ＰＲとは
第2回 日本広報史①－戦前期の「広報」
第３回 日本広報史②－敗戦後から高度経済成長期まで
第４回 日本広報史③－大衆消費社会の広報・ＰＲ
第５回 日本広報史④－問われる企業の社会性
第６回 日本広報史⑤－成熟社会における広報
第７回 日本広報史⑥－バブル後の広報
第８回 日本広報史⑦－２１世紀の広報と課題
第９回 ステークホルダーと組織の社会的責任
第１０回 メディアとメディア・リレーションズ
第１１回 インターネットと広報・ＰＲ
第１2回 社会貢献と広報・ＰＲ
第13回 非営利組織の広報・ＰＲ
第14回 行政広報
第15回 試験
●事前・事後学習の内容
事前学習として、教科書・参考書の該当箇所を読んでおくこと。また授業後は試験に備えて、教科書、ノート、配布
資料を読み返し、授業内容の理解に努めるようこと。
●評価方法
出席等平常点40%、期末試験60%
●受講生へのコメント
本授業では、学術的な視点から広報・ＰＲについて取り上げる。
●参考文献・教材
伊吹勇亮・川北眞紀子・北見幸一・関谷直也・薗部靖史『広報・ＰＲ論 パブリック・リレーションズの理論と実際』
世界思想社
（参考書）：猪狩誠也『増補版 日本の広報・ＰＲ100年 満鉄、高度成長そしてグローバル化社会』同友館
その他、参考資料は適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN3210

マス・コミュニケーション論Ⅱ

授業コード

L200180010
単位数

Mass Communication StudiesⅡ
授業形態

担当教員名

講義

湯谷 茂樹

2単位

●科目の主題
マスコミュニケーションの主体であるマスメディアの役割について、過去から現在までの新聞報道を中心に考える。
そのなかで、報道対象となる時事問題や近現代の歴史について学び、ジャーナリズムのあり方を探る。
●到達目標
時事問題を学ぶ過程で、現代史の基礎知識を身につけ、大まかな歴史認識、時代感覚を獲得する。社会の諸問題に向
き合い、問題解決の回路を探る力を身につける。以上のことを学ぶツールとして、新聞を読むクセとコツを獲得する。
●授業内容・授業計画

下記のテーマについて新聞報道など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）。
講義のテーマに関連した小論文の提出を求めることなどもある。
第１回 マスメディアとは？新聞を中心に
第２回 権力とマスメディア
第３回 日本と韓国・北朝鮮
第４回 教育と愛国心
第５回 東日本大震災と原発
第６回 地球温暖化と災害
第７回 沖縄と日本
第８回 ヘイトスピーチ
第９回 事件報道と日本の司法
第１０回 社会の「安全」と監視
第１１回 日本と中国
第１２回 格差社会
第１３回 憲法
第１４回 平和な未来のために
●事前・事後学習の内容
図書館などを活用してふだんから新聞を読んでほしい。講義に関係する過去記事などにも積極的にあたってほしい。
講義内容に関係する小論文の提出を求めることがある。
●評価方法
試験＝６５％ 最終講義で提示するテーマで小論文を書いてもらう。結論に至る筋道と説得力を基準に判断する。ふ
だんの講義で書いてもらう小論文の評価など日常点・その他＝３５％
●受講生へのコメント
社会の出来事を巡って、さまざまな情報が発信されている。そうした出来事について考え・判断する際、新聞は役に
立つツールだ。新聞記者としての経験を踏まえ、講義の際のコミュニケーションカードや論文など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うかについてともに考えていきたい。
●参考文献・教材
教科書は使わない。必要に応じプリントを配布したり、参考文献を紹介したりする。

授業科目名

科目NO.

LXGEN3211

授業コード

中国古典語Ⅰ

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。
WebClassを利用して配布する補足資料等の内容を確認すること。
●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）
沖森卓也『日本の漢字 1600年の歴史』（ベレ出版）

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。
WebClassを利用して配布する補充資料等の内容を確認すること。
●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）
沖森卓也『日本の漢字 1600年の歴史』（ベレ出版）

授業科目名

科目NO.

ギリシア語Ⅰ

LXGEN2101

授業コード

L200210010
単位数

GreekⅠ
授業形態

担当教員名

演習

佐藤 義尚

2単位

●科目の主題
古典ギリシャ語（紀元前五世紀）の初歩的な文法を学び，プラトン，アリストテレス，新約聖書といった古典が原文
で読めるようになることを目指す
●到達目標
動詞・直説法の変化の暗記，動詞造語の理解，名詞の基本的な変化の暗記を前期の目標とする
●授業内容・授業計画

前期は文字，発音，アクセントから始まって，動詞，名詞の基本的な変化を中心に学ぶ．自作の教材を配布し
て文法事項を説明し，それについてのギリシャ語和訳の練習問題を次週にやる．これの繰り返しで授業は進行
する．ギリシャ語は単語の変化がすべてとも言える言語なので，単語変化の練習は繰り返しおこなう．
第１回
イントロダクション，文字
第２回
文字，発音
第３回
文字の書き方，アクセント
第４回
動詞，現在形．名詞，第一変化
第５回
動詞，未来形
第６回
動詞，未完了過去
第７回
名詞，第二変化．形容詞
第８回
前置詞．合成動詞
第９回
動詞，アオリスト
第１０回
動詞，現在完了，過去完了
第１１回
強意代名詞．後倚辞
第１２回
動詞，中動相
第１３回
代名詞
第１４回
動詞，第二アオリスト
第１５回
試験
●事前・事後学習の内容
授業で指定した練習問題を解いておくこと．授業後は学習した，重要な単語変化を暗記すること．
●評価方法
定期試験（50％）と平常点（50％）で総合的に評価する
●受講生へのコメント
語彙集を配布するので辞書は不要
●参考文献・教材
配布プリントで教える．

授業科目名

科目NO.

LXGEN2102

授業コード

ギリシア語Ⅱ

L200220010
単位数

GreekⅡ
授業形態

担当教員名

演習

佐藤 義尚

2単位

●科目の主題
前期に続き古典ギリシャ語（紀元前五世紀）の初歩的な文法を学ぶ．
●到達目標
後期でギリシャ語読解に必要な基本事項をすべて学修し終えることを目標とする．
●授業内容・授業計画

前期の続き．前期の出席者あるいは初歩的知識（動詞・直説法、名詞の基本的変化を知っているレベル）の
ある者が出席可能．前期と同様、教材を教室で配布し授業を行う．接続法，希求法，分詞などの用法を学び，
初級文法を学習し終える．
第１回
動詞，受動相．
第２回
mi動詞．
第３回
名詞，第三変化．能相欠如動詞．
第４回
約音動詞．約音名詞．約音形容詞．
第５回
子音幹動詞．
第６回
動作態．動詞，接続法．
第７回
不定法．
第８回
分詞．関係代名詞．
第９回
動詞，希求法．
第１０回
希求法の用法．
第１１回
条件文．分詞の独立用法．
第１２回
比較級，最上級．副詞．命令法．
第１３回
間接話法．
第１４回
動詞的形容詞．否定詞．
第１５回
試験．
●事前・事後学習の内容
授業で指定した練習問題を解いておくこと．授業後は学習した，重要な単語変化は暗記すること．
●評価方法
定期試験（50％）と平常点（50％）で総合的に評価する．
●受講生へのコメント
語彙集を配布するので辞書不要．
●参考文献・教材
配布プリントで教える．

授業科目名

科目NO.

LXGEN2105

授業コード

西洋古典学

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
古代ギリシャの「文学」についての入門的な授業です。今年度は『イーリアス』『オデュッセイア』に代表される「英
雄叙事詩」を切り口にして、古代ギリシャにおける文学的営為について、なるべく具体的に学んでみるつもりです。
古代ギリシャ的な価値観や美意識に触れ、また古代ギリシャが現代に対して持つ影響力などを確認しながら、そもそも
「文学」とは何なのかというところまで考えてみようと思っています。
●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」「古代ギリシャ」「英雄叙事詩」について概略を学んだ上で、古代ギリシャを代表する叙事
詩作品『イーリアス』について、原典からの引用や映像資料などを交えながら、なるべく具体的に考えてゆく予定で
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 イントロダクション：授業の概要と成績評価方法の確認
第２回 「西洋古典学」概説：どのような学問か？
第３回 「古代ギリシャ世界」の確認：地理的・時間的フォーカス
第４回 「英雄叙事詩」の成立について：口誦詩の伝統と「ホメーロス問題」
第５回 『イーリアス』の世界 (1)：アキレウスの怒り
第６回 『イーリアス』の世界 (2)：神々と英雄，人間の有限性
第７回 『イーリアス』の世界 (3)：英雄らしさとは何か
第８回 『イーリアス』の世界 (4)：名誉と永遠性，歌うことの意義
第９回 映画『トロイ』観賞：古典作品に基づく二次創作の問題
第１０回

映画『トロイ』観賞（つづき）

第１１回 『イーリアス』の世界 (5)：ギリシャ神話との関係
第１２回 『イーリアス』の世界 (6)：トロイアの陥落
第１３回 『イーリアス』のまとめ：何を語る文学なのか？
第１４回 「古代ギリシャ文学」のアクチュアリティ
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
毎回の授業の理解度（30%） 授業への積極的参加の度合い（30%） レポート（40%）
●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
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「英雄叙事詩」はその最初期に現れた文学ジャン
ルで、たとえば『イーリアス』の成立は紀元前8世紀だと考えられています（異説もある）。そ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
ホメロス『イリアス』（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.

LXGEN3220

授業コード

国際都市社会論Ⅱ

L200330010
単位数

International Urban SociologyⅡ
授業形態

担当教員名

講義

祖田 亮次

2単位

●科目の主題
1. Objective of the course
In this class, we will study the interaction between culture and psychology. This course will explore how we can better
understand human behavior, thought, and feeling by taking into account the role of culture, a perspective gaining popularity
in the 21st century. We will look at various topics currently under discussion in this field, as well as methodologies to analyse
psychological matters in relation to culture.
●到達目標
2. Goal
Students are expected to be able to evaluate basic issues discussed in cultural psychology, and gain knowledge on research
methods, and to apply skills and knowledge to various phenomena in the daily life.
●授業内容・授業計画

3. Weekly plan
Week 1: Overview of the relationship between psychology and culture
Week 2: Cultural psychology research methods
Week 3: Cultural psychology and replication issues
Week 4: Culture and self-construal
Week 5: Culture and attribution, the fundamental attribution error, locus of control
Week 6: Culture, perception, and cognition
Week 7: The relation between language, culture, and thought: The Sapir-Whorf hypothesis
Week 8: Bilingualism and Translation (1): linguistic competence
Week 9: Bilingualism Translation: cultural influence
Week 10: Prejudice
Week 11: Overcoming Prejudice
Week 12: Helping Behavior
Week 13: Cultural Neuroscience
Week 14: Intercultural Communication
Week 15: Summary of the course
●事前・事後学習の内容
4. Preparation and review for each class
Students are advised to read relevant materials prior to each meeting, and think how topics dealt with in the class can be
applied to our verbal and cultural activities in our daily life.
●評価方法
5. Evaluation methods
Essays (80%), class participation (20%)
●受講生へのコメント
6. Comments for students (raising awareness to particulars that you wish to address)Topics covered in this course can be found
in our daily life, and in addition to lectures and academic readings, I would like for the students to reflect upon and discuss their
own experiences with different cultures and languages.
●参考文献・教材
7. Text books and other materials
References:

People: Psychology from a Cultural Perspective. Matsumoto, David. Brooms/Cole, 1994
Culture and Psychology. Matsumoto, David and Juang, Linda. Australia: Wadsworth, Cengage Learning, 2013
文化心理学〈上〉心がつくる文化、文化がつくる心 (心理学の世界 専門編)、増田貴彦、山岸俊
男、2010. Additional materials will be provided during the class.

授業科目名

科目NO.

上方文化講座

LXGEN2106

L200340010

授業コード

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
・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獲得し、そ
れをレポート課題の考察に盛り込むことができる。
・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、
それをレポート課題の考察に盛り込むことができる。
●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
芸員と文学部の教員とが、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、天明3年（1783）大坂竹
本座初演、近松半二ほかによる合作、時代浄瑠璃『伊賀越道中双六』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26・27・28日予定）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（竹本錣太夫・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）。
授業内容の詳細は後日掲示する。以下におおよその授業構成を示す。

第1・2回 講座前の事前解説（学生のみ）
第3・4回 講座1日目午前 教員による講義（文楽案内、作品解説）
第5・6回 講座1日目午後 教員による講義（作品講読ほか）
第7・8回 講座2日目午前 教員による講義（作品講読ほか）
第9・10回 講座2日目午後 文楽技芸員による作品解説・芸談／素浄瑠璃実演
第11・12回 講座3日目午前 教員による講義（文楽とその周辺）
第13・14回 講座3日目午後 文楽技芸員による作品解説・芸談／人形浄瑠璃実演
第15回 まとめ／レポート提出（学生のみ）
●事前・事後学習の内容
事前学習 浄瑠璃『伊賀越道中双六』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
到達目標の達成度について、以下の通りの評価を行う。
評価方法とその割合：レポート100％
合格（単位修得）のための最低基準：レポートにおいて、講座内容を踏まえた適切な考察がなされていること。なお
授業全体の三分の二以上の出席がなければ、成績評価対象としない。
●受講生へのコメント
本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。
●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
授業形態

担当教員名

演習

沼田 里衣／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.

LXGEN3223

授業コード

日本文化発信のための英語

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、庭園、古墳の案内を訪日外国人の視点で考案することを目的とします。
諸外国の観光地、お国柄、文化などを比較しながら日本文化の紹介ができるよう、話の膨らませ方を講義します。
講義内容を参考に、各自英語で案内内容を作成し、英語で発表してもらいます（英検2級程度が望ましい）。
＊全国通訳案内士資格保持者は、受講対象外とします。
●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、観光案内内容を深く掘り下げるよりも、優しい内容を英語検定2級程度の英語で表現することに重点を置き
ます。
英語リスニングでは、外国人が日本で不思議に思う事を題材とし、その内容についてショートディスカッションをし
ます。
授業中、日本語や英語で受講生がショートディスカッションをし、講師がアドバイス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。
受講生による英語での発表は全５回とします。（現地実習 日曜日 3回 + 教室内発表 木曜日 2回 ）
＊現地実習日（日曜日）の日時は、第1回ガイダンスでお知らせします。
●授業内容・授業計画

大阪の観光名所を外国人観光客の視点で鑑賞し、案内内容を英語で作成するためのヒントを講義しま
す。日本の文化、宗教、生活習慣などを英語で説明できるように、基礎英語を学びます。
★現地実習★（英語で発表） 全3回 （日曜日） ①大阪城 ②住吉大社 ③四天王寺
☆教室内発表☆（英語） 全2回 （木曜日） ①日本庭園 ②古墳

＊現地実習のうち、大阪城と住吉大社は、それぞれ2コマとします。
第1回

ガイダンス （木曜日） ＊現地実習日（日曜日）の日時を決定し、お知らせします。

第2回

日本庭園 講義 （木曜日）

第3回

☆日本庭園 英語発表☆ （木曜日）

第4回

大阪城 講義 （木曜日）

第5回

授業無し （木曜日）

第6回

★大阪城 現地実習 （日曜日）★ ＊2コマとする

第7回

茶道 講義 （木曜日）

第8回

住吉大社 講義 （木曜日）

第9回

授業無し （木曜日） ＊各自住吉大社実習準備

＊各自大阪城実習準備

第10回 ★住吉大社 現地実習★ （日曜日） ＊2コマとする
第11回 古墳 講義 （木曜日）
第12回 ☆古墳 英語発表☆ （木曜日）
第13回 四天王寺 講義 （木曜日）
第14回 ★四天王寺 現地実習★ （日曜日）
第15回

●事前・事後学習の内容
普段から、以下の事を心がけるようにして下さい。
・あらゆる分野において、日本と諸外国の違いに関心を持つ。
・日常生活の中で感じる事を英語で表現する習慣を身につける。
・英語を聞く時間を多くもつようにする。
●評価方法
全5回の発表（英語）、授業中のショートディスカッション、学習意欲、出席率を通して総合的に評価をします。
第15回は、授業や試験を行わない代わりに、後日与える課題を、指定する日までに英語でレポート提出をしてもらい
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、観光地でどのように日本文化を発信するのが、外国人に喜ばれるの
かを考えます。
全５回の英語発表の前には、どのような案内内容が望ましいかの講義をします。
英語発表内容は、受講生に英語で作成してもらいます。
現地実習、及び教室内発表では、受講生全員の案内を聞いて、良いところを学び、講師（現役全国通訳案内士）がア
ドバイスをします。
●参考文献・教材
テキストは使用せず、適宜参考資料を配布します。

授業科目名

科目NO.

LXGEN3224

大阪の地域・文化実践演習

授業コード

L201070010
単位数

Seminar and Practice for Regional Culture in Osaka
授業形態

担当教員名

演習

菅原 真弓

2単位

●科目の主題
地域間競争の時代といわれる現代において、地域に存在する有形・無形の資産を(再)発見・(再)評価し、それらを「ま
ちの魅力」としていかに活用・発信していくかが、都市の活性化にあたって重要な課題となっている。また、その際に
は、あわせて行政、地元企業・団体、住民など、地区に関わる様々なアクターによる多種多様な取り組みが、新たな都
市居住の魅力を創出し、地域の再生・発展に寄与しうるポテンシヤルを有しており、そうしたアクターの参加と協働が
鍵を担っていることもいうまでもない。この授業は、大阪市とその周辺地域をフィールドとして、地域文化・地域資源
を再発見し、それをまちづくりにどう活かしていくかを、講義・現地実習を通じて実践的に学びます。
●到達目標
古地図や旧版地形図、名所図会などを素材として、大阪市内各所を実際に巡りながら、①地域の現状把握、②フィー
ルドワークによる地域文化・地域資源の再発見、③受講生相互の意見交換を行う。こうしたブロセスを通じて、名所図
会等の現代的意義を問うとともに、大阪に存在する有形・無形の地域資産の活用方法を考え、さらにはそれらのまちづ
くりや集客事業への展開を図りながら、地区の活性化に対する提言を行うことを目的とする。
●授業内容・授業計画
授業は、教室での講義形式の授業、毎月1回土曜に行う現地実習によって構成。現地実習は毎回3時間程度を予定して
いるので、授業2コマ分としてカウントする。

第1回 ガイダンス
第2回 現地実習 (1)
第3回 同上
第4回 地域文化の再発見(講義形式)
第5回 地域資源の調べ方(講義形式)
第6回 現地実習（２）
第7回 同上
第8回 地域文化の調べ方 (講義形式)
第9回 遺された地域文化とその意義 (講義形式)
第10回 地域文化を守る、地域文化を創る (講義形式)
第11回 地域資源とまちづくり(講義形式)
第12回 現地実習（３）
第13回 同上
第14回 まとめ(成果発表会)
●事前・事後学習の内容
各回授業終了時に、コミュニケーション・カードを提出してもらうとともに、次回の講義内容について３～４個のキ
ーワードを挙げて予告するので、必ず事前にそれらの内容を確認し、授業に臨むこと。また、現地実習の実施後には当
日観察したことやそれに関連した学習内容をまとめたレポートを提出してもらう。したがって、授業終了後には、各自
講義の要点や現地観察の内容を整理するなど、復習を欠かさないようにすること。
●評価方法
コミュニケーション・カードもしくは現地実習後のレポート提出による出席状況(30%)、 期末レポート(70%)により評価
●受講生へのコメント
本科目は、文学部共通の専門科日であると同時に、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」
の選択科目となっている。週末に現地実習を実施するため、この科目は日程が変則的となるので履修の際には注意する
こと。なお、演習科目のため、履修希望者多数の場合は抽選となる。
●参考文献・教材
テキスト：使用しない。
参考文献：授業中に適宜紹介する。

授業科目名

科目NO.

LXGEN3225

授業コード

自然地理学概論

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.

KLPED1101

L200510010,20,30

授業コード

教職概論 a,b,c

単位数

Introduction to Teaching Profession
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．

授業科目名

科目NO.

KLPED2201

教育基礎論 a，b

L200520010.20

授業コード

単位数

Fundamentals in Education
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
広岡義之他著、『はじめて学ぶ教育の制度と歴史』、ミネルヴァ書房、2019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.

KLPED2201

授業コード

教育基礎論 c

L200520030
単位数

Fundamentals in Education
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 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
（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 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.

KLPED2202

授業コード

発達・学習論 a,b,c

L200530010・20・30
単位数

Theory of Human Development and Learning
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.

KLPED2203

授業コード

教育制度論 a

L200540010
単位数

Theory of Educational Systems
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.

KLPED2203

授業コード

教育制度論 b

L200540020
単位数

Theory of Educational Systems
授業形態

担当教員名

講義

井上 真求

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.

KLPED2203

授業コード

教育制度論 c

L200540030
単位数

Theory of Educational Systems
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.

KLJPN2201

国語科教育法Ⅰ

L200580010

授業コード

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.

KLJPN2202

授業コード

国語科教育法Ⅱ

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ついて復習し、自
分の授業時に生かせる点を検討すること。
●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.

KLJPN2203

L200600010

授業コード

国語科教育法Ⅲ

単位数

Methods of Teaching JapaneseⅢ
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
国語科・現代文分野の授業研究
●到達目標
・国語科教員として教育界に貢献できる能力や知識が身についており、自己の力でより一層の向上を図ることができ
る。
・現代文を教材として正しく読解する能力を持ち、授業計画が立てられる。
・現代文を教えるために必要な知識や技術が身についており、実際に授業ができる。
●授業内容・授業計画

国語科・現代文分野（書写と表現を除く）について、各時間担当者を決めて模擬授業を行う。その後、その検
討を通して、現代文分野の各領域または指定教材について、授業の実践的研究を行う。
第１回 ガイダンス
第２回 現代文の基本的な指導法1【講義】
第３回 現代文の基本的な指導法2【講義】
第４回 模擬授業と分野別研究① 小説1
第５回 模擬授業と分野別研究② 随想
第６回 模擬授業と分野別研究③ 詩・短歌・俳句
第７回 模擬授業と分野別研究④ 評論1
第８回 模擬授業と分野別研究⑤ 小説2
第９回 模擬授業と分野別研究⑥ 評論2
第１０回 模擬授業と分野別研究⑦ 小説3
第１１回 模擬授業と分野別研究⑧ 評論3
第１２回 模擬授業と分野別研究⑨ 指定教材：『山月記』
第１３回 模擬授業と分野別研究⑩ 指定教材：《中学校・論理的文章》
第１４回 模擬授業と分野別研究⑪ 指定教材：《中学校・文芸的文章》
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
・【事前学習】自分が担当する授業について、教材研究や教材の準備が確実にできること。
・【事後学習】自分が担当した単元について、考査問題を作成できること。
・【事後学習】担当者の授業やその後の検討会の内容を理解し、自分がその単元を担当することになっても可能なレ
ベルまでまとめておくこと。
●評価方法
・模擬授業に対して評価する。
・また、レポートとして考査問題を提出させ、それに対して評価する。
・以上の点と検討会での参加状況とを総合的に判断して評価する。期末考査は実施しない。【評価観点】
1 学習指導要領の理解に基づいた、現代文分野の授業の計画ができる。
2 教材の内容を正しく理解し、それを授業に展開できる。
3 現代文分野の指導法の基礎を理解し、授業経営の基本を習得している。
●受講生へのコメント
・受講者数によって模擬授業の時間数や内容が変わることが考えられますので、初回の授業で担当者を決定する予定
です。初回は欠席がないようにしてください。
・本授業は「国語科教育法Ⅰ」との並行履修が考えられますので、学習指導案については必修とはしません。ただし

「授業の計画」については評価します（詳細は初回の「ガイダンス」で説明します）。また、既に「国語科教育法Ⅰ（ま
たはⅡ）」で学習指導案を学んだ人は、提出すれば添削後に返却し、プラス評価として扱います。
・教材は、主として高校1年生をターゲットとしたものを取り扱いますが、中学校教材や指定教材も含めることで、中
等教育全体の学年について包括的に扱うこととします。
●参考文献・教材
テキスト：『精選国語総合 改訂版』（国総３３８・文部科学省検定済教科書高等学校国語科用・三省堂）←「国語
科教育法Ⅰ」でテキストとして指定してあるもの。
・模擬授業①～⑧の教材はすべてここから選ぶので、全員購入の上、授業に持参すること。
・模擬授業⑨～⑪の教材はプリントを配布する予定。参考書：『高等学校学習指導要領解説 国語編』(教育出版)←「国
語科教育法Ⅰ」でテキストとして指定してあるもの。他に必要あらば、適宜、授業内で紹介する。

授業科目名

科目NO.

KLJPN2204

授業コード

国語科教育法Ⅳ

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.

KLSGH2201

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

担当教員名

講義

中 善則

授業コード

L200620010.20
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。

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 なし
●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
教科書：「ともに学ぶ 人間の歴史 中学社会 歴史的分野」（学び舎）・・生協等で購入しておくこと
参考文献：文部科学省『中学校学習指導要領』、『中学校学習指導要領解説社会編』

授業科目名

科目NO.

KLSGH2202

授業コード

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

担当教員名

講義

中 善則

L200630010・20
単位数

2単位

●科目の主題
社会科・地歴科の授業実践力を身につける。
●到達目標
社会科・地歴科授業実践の分析の視点を獲得すること。
授業プランづくりと模擬授業実践を通して、社会科・地歴科授業実践の基礎的な力量を身につけること。とくに、「ア
クティブ・ラーニングの視点」を自分なりに理解すること。
●授業内容・授業計画
前半は主に社会科・地歴科の授業実践を分析し、具体的な授業づくりと実践について理解を深める。
後半はグループ（個人）に分かれて授業プランを作成して模擬授業を行い、それぞれの授業についての討議を行う。
（フィールドワークの実践についても考察する予定であるが、受講生の人数によっては、変更する可能性がある）

第１回 オリエンテーション（授業プラン作成と模擬授業に向けて）
第２回 地理実践に学ぶ
第３回 歴史実践に学ぶ
第４回 フィールドワーク（地理・野外観察、歴史・野外調査）の実践に学ぶ
第５回 フィールドワークの実践
第６回 フィールドワークのまとめ
第７回 授業プランの作成
第８回 模擬授業（1）
第９回 模擬授業（2）
第１０回 模擬授業（3）
第１１回 模擬授業（4）
第１２回 模擬授業（5）
第１３回 模擬授業（6）
第１４回 模擬授業全体のふり返りと総括（まとめのレポート記入）
●事前・事後学習の内容
事前学習としては、自身の授業プラン作成のため、次期学習指導要領の概要等の諸資料を読み込んでおくこと。また、
模擬授業の指導案を、教員の指示に合わせて、作成し、修正を重ねること。
事後指導としては、他者の模擬授業については、毎回、専用シートに、そのふりかえりを記入すること。また、自身
の模擬授業については、他者から受けたふりかえりシートを熟読し、その批判に対して、再反論したレポートを作成す
ること。さらに、より必要であると実感した理論書を読み直すこと。
●評価方法
出席および毎回の振り返りシート（15％）、授業プランの作成（40％）、模擬授業の実践（30％）、まとめのレポー
ト（15％）
評価観点1
社会科・地歴科の授業を分析し、多面的に論じることができる。
評価観点2
社会科・地歴科の授業プラン（フィールドワークを含む）を構成することができる。
評価観点3
模擬授業を実践し、自らの実践について反省的に考察することができる。
●受講生へのコメント
社会科・地理歴史科教育法Ⅰを履修していることが望ましい。
学習指導要領および解説については、事前に熟読しておいてください。生徒と夢中になって課題に取り組めるような
授業づくりを共に考えていきましょう。
●参考文献・教材
教科書：「ともに学ぶ 人間の歴史 中学社会 歴史的分野」（学び舎）・・生協等で購入しておくこと
参考文献：文部科学省『中学校学習指導要領』、『中学校学習指導要領解説社会編』
文部科学省『高等学校学習指導要領』、『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』

授業科目名

科目NO.

KLSCV2201

授業コード

社会科・公民科教育法Ⅰ

L200640010
単位数

Methods of Teaching Social Studies and

CivicsⅠ

授業形態

担当教員名

講義

岩本 賢治

2単位

●科目の主題
この講義では、主に中学校社会科教育並びに高校公民科教育の課題について考えていきたい。
講義の前半では、戦後社会科教育の成立から現在に至るまでの社会科教育の歴史を振り返りながら、社会科教育の
目標について考える。
後半では、教材研究を行う。現行の教科書の問題点、戦後社会科教科書の記述の変遷、戦後社会科教育実践の分析
から、社会科教育実践上の課題について考える。
●到達目標
戦後社会科教育の政策の変化と実践史への理解を通じて、 今日の社会科教育の目標と課題について考察を深める。
特に社会科教育の実践例と特徴ある教材を分析することにより、自分が受けてきた社会科教育のイメージにとらわれる
ことなく、社会科教育のあるべき実践の姿について考えられるようになる。
●授業内容・授業計画
講義の前半では、戦後社会科教育の成立から現在に至るまでの社会科教育の歴史を振り返りながら、社会科教育の目
標について考える。
後半では、教材研究を行う。現行の教科書の問題点、戦後社会科教科書の記述の変遷、戦後社会科教育実践の分析か
ら、社会科教育実践上の課題について考える。

1.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。
2.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
3.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
4.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）
5.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～）
6.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
7.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）
8.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）
9.戦後公民科教育実践の授業分析（4）―主権者教育をめざした授業（高校）
10.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
11.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
12.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
13.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
14.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
15.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
プリント配布
参考書『中学校学習指導要領解説社会編』・ 『高等学校学習指導要領解説公民編』文部科学省

授業科目名

科目NO.

KLSCV2202

授業コード

社会科・公民科教育法Ⅱ

L200650010
単位数

Methods of Teaching Social Studies and CivicsⅡ
授業形態

担当教員名

講義

岩本 賢治

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） 高等学校学習指導要領（平成30年3月告示、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.

KLENG2201

授業コード

外国語科教育法（英語）Ⅰ

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
『最新英語科教育法入門』 土屋澄男 編著 研究社出版 2019
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 2018
『高等学校学習指導要領』 文部科学省 2019

授業科目名

科目NO.

KLENG2202

外国語科教育法（英語）Ⅱ

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
英語科教育法に関する主体的・対話的で深い学びを修める。知識理解定着型アクティブ・ラーニング(AL)型授業を経
験し、AL型指導を体得する。基本的な英語指導技術を修得する。
●到達目標
AL型授業でディスカッションで道筋を立て発言できる。理論に基づいた基本的な模擬授業ができる。他者の模擬授業
を評価できる。
●授業内容・授業計画

1. 英語教育の目的 グローバル化と英語帝国主義
2. 知識注入型と能力主義 CEFRとCan-Do
3. 第2言語習得理論①
4. 第2言語習得理論②
5. アクティブ・ラーニングとルーブリック
6. 英語中心のラウンド制指導 体験
7. 英語中心のラウンド制指導 準備と練習
8. 英語中心のラウンド制指導 模擬授業と相互評価
9. ジグソー法 （情報を集めることが目的） 体験と準備
10.

ジグソー法 模擬授業と相互評価

11.

KP法 （わかりやすい展開の物語で）

12.

ミニ・ディベート （身近な論題で）

13.

文法指導 体験と準備

14.

文法指導 模擬授業と相互評価

15.

スピーキングとライティング

●事前・事後学習の内容
【事前】提供されるテーマで英語でディスカッションできるように準備。
【授業の最後】振り返りシート提出。
●評価方法
授業内での発言振り返りシート模擬授業の工夫と授業実践力定期考査なし
●受講生へのコメント
積極的に授業に主体的参加をする。模擬授業が当たっていない時は、他の人の発表を評価し、自分の模擬授業に活か
す。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。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、単位不認定となる。
●参考文献・教材
テキスト 『英語スピーキング指導ハンドブック』 泉 惠美子・門田 修平 編 大修館書店 2016

授業科目名

科目NO.

KLENG2203

授業コード

外国語科教育法（英語）Ⅲ

L200680010
単位数

Methods of Teaching Foreign Languages(English)Ⅲ
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
英語科教育法に関して主体的・対話的で深い学びを修める。知識理解定着型アクティブ・ラーニング(AL)型授業を経験
し、AL型指導を体得する。発展的な指導技術を修得する。
●到達目標
AL型授業でディスカッションで道筋を立て発言し、話し合いができる。理論に基づいた発展的な模擬授業ができる。他
者の模擬授業を公正に批判的に評価できる。
●授業内容・授業計画

1. 学習指導要領の変遷 学力の３要素
2. コミュニケーション能力とは
3. タスク・ベースドと内容言語統合型指導
4. 学習者の動機について
5. アクティブ・ラーニングとルーブリック
6. 英語中心のラウンド制指導 （発問からディスカッションを意識） 体験
7. 英語中心のラウンド制指導 準備と練習
8. 英語中心のラウンド制指導 模擬授業と相互評価
9. ジグソー法 (高次思考を意識) 体験と準備
10.

ジグソー法 模擬授業と相互評価

11.

KP法 （少し高度な展開の物語で）

12.

ミニ・ディベート（社会的な論題で）

13.

文法指導 体験と準備

14.

文法指導 模擬授業と相互評価

15.

スピーキングとライティング

●事前・事後学習の内容
【事前】提供されるテーマで英語でディスカッションできるように準備。
【授業の最後】振り返りシート提出。
●評価方法
授業内での発言振り返りシート模擬授業の工夫と授業実践力定期考査なし
●受講生へのコメント
積極的に授業に主体的参加をする。模擬授業が当たっていない時は、他の人の発表を評価し、自分の模擬授業に活か
す。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。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、単位不認定となる。
●参考文献・教材
『英語スピーキング指導ハンドブック』 泉 惠美子・門田 修平 編 大修館書店 2016

授業科目名

科目NO.

KLENG2204

授業コード

外国語科教育法（英語）Ⅳ

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
『最新英語科教育法入門』 土屋澄男 編著 研究社出版 2019
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 2018
『高等学校学習指導要領』 文部科学省 2019

授業科目名

科目NO.

KLGER2201

授業コード

外国語科教育法（独語）Ⅰ

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.

KLGER2202

授業コード

外国語科教育法（独語）Ⅱ

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.

KLGER2203

授業コード

外国語科教育法（独語）Ⅲ

L200720010
単位数

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

担当教員名

講義

神竹 道士

2単位

●科目の主題
教材作成者の意図を理解した上で、教材を適切に使いこなす資質を養う。
●到達目標
授業で用いられている教材の種類と内容について十分な知識を有し、それぞれの学習目標に応じた教材を適切に取捨
選択することができる。
●授業内容・授業計画

授業の概要：
さまざまなドイツ語教材がどのように使い分けられているのか、教育の現場を通して教材の果たす役割につい
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：教材研究：初級文法
第３回：教材研究：初級文法読本
第４回：教材研究：初級読本
第５回：教材研究：初級総合教材
第６回：教材研究：中級文法
第７回：教材研究：中級文法読本
第８回：教材研究：読本
第９回：教材研究：会話・作文
第１０回：辞書：独和辞典、和独辞典、独独辞典
第１１回：学習参考書（入門レベル、中級レベル、上級レベル）
第１２回：授業参観：１回生向け入門クラス
第１３回：授業参観：２回生向け中級クラス
第１４回：授業参観：文学部専門クラス
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：ドイツ語教育で用いられている教材についての知識を有している。
評価観点２：授業形態に応じた教材を任意に選択できる。
評価観点３：新しい教材作成に向けた独自の提案をすることができる。
●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.

外国語科教育法（仏語）Ⅱ

KLFRN2202

授業コード

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.

KLFRN2203

外国語科教育法（仏語）Ⅲ

授業コード

L200760010
単位数

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

担当教員名

演習

大山 大樹

2単位

●科目の主題
外国語教育の実践について考察しつつ、教育の思想そのものについてかんがえる。
●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思弁する力を涵
養する。
●授業内容・授業計画

中等教育における学習形態、具体的には一斉授業と自律学習、グループワーク、ポートフォリオについて、受
講生とともに考察してゆく。
第１回 外国語教育とはなにか？
第２回 外国語教育はなにをめざすのか？
第３回 中等教育における外国語教育のありかた
第４回 中等教育における仏語教育とは？
第５回 中等教育における仏語教育の現状
第６回 中等教育における仏語教育の未来
第７回 自律的学習者とは？
第８回 一斉授業とは？
第９回 自学自習とは？
第１０回 反転授業とは？
第１１回 グループワークとは？
第１２回 ポートフォリオとは？
第１３回 ポートフォリオの理論的裏づけ
第１４回 ポートフォリオの作成と改善
第１５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
授業参加度と自己評価。■評価の観点
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。
外国語科教育の方法論とその思想を理解している。
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
■参考文献
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）
日本フランス語教育学会『Etude dicactique du francais』
竹蓋幸生『英語教育の科学』（アルク）
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）
土持ゲーリー法一『ラーニング・ポートフォリオ』（東信堂）

授業科目名

科目NO.

KLCHN2201

授業コード

外国語科教育法（中国語）Ⅰ

L200780010
単位数

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

担当教員名

講義

岩本 眞理

2単位

●科目の主題
中国語教育の現状と歴史的経緯への理解を深める。高校での中国語教育の達成目標に基づいて、授業計画を作成する。
●到達目標
『高等学校の中国語と韓国語学習のめやす』に基づき、年間・月間・週間の授業計画を作成し、模擬授業を実施する。
受講者同士で相互評価を行い、それぞれの課題を共有する。
●授業内容・授業計画

到達目標を明確にして、学習者の積極的参加を促すよう毎回の授業を創り上げる。
第１回 中国語教育の現状
第２回 中国語教育の歴史
第３回 現行テキストの検討１
第４回 現行テキストの検討２
第５回 言語習得とは
第６回 発音教育の課題１
第７回 発音教育の課題２
第８回 初級段階文法事項の課題１
第９回 初級段階文法事項の課題２
第１０回 授業計画の作成１
第１１回 授業計画の作成２
第１２回 模擬授業１
第１３回 模擬授業２
第１４回 相互評価
第１５回 まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：複数の教科書を丹念に読み比べ、それぞれが目指す教室活動を整理しておくこと
事後学習：模擬授業後の指摘から、教案を再度作り直すこと
●評価方法
授業中の発表とレポートによる
評価観点１ 中国語教育の歴史を理解している
評価観点２ 中国語による授業遂行を行うに十分な学力を具えている
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
中国語教育の現状だけではなく、歴史的背景にも関心をもち、メディア報道による知識の蓄積に偏らず、多方面の読
書に努めて、異なる視点からの考察や分析ができるよう努めてほしい。
●参考文献・教材
胡玉華『中国語教育とコミュニケーション能力の育成』東方書店
このほか、授業中に指示する。

授業科目名

科目NO.

KLCHN2202

外国語科教育法（中国語）Ⅱ

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。
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.

KLCHN2203

授業コード

外国語科教育法（中国語）Ⅲ

L200800010
単位数

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

担当教員名

講義

岩本 眞理

2単位

●科目の主題
誤答例の分析を通じて、正確に理解させ定着させるための方策を練り上げる。
●到達目標
日本語母語話者が習得の上で特に困難を覚える事項をとりあげ、習熟への道筋を探る。
●授業内容・授業計画

第1回:ガイダンス
第2回:日本語母語者の不得手とする事項―ピンイン
第3回:日本語母語者の不得手とする事項―文イントネーション
第4回:日本語母語者の不得手とする事項―日中同形語の落とし穴
第5回:日本語母語者の不得手とする事項―日本語・英語との相違点
第6回:誤答例から学ぶ―単文
第7回:誤答例から学ぶ―複文
第8回:発音指導の課題
第9回:文法事項の課題
第10回:語彙指導の課題
第11回:文化理解の課題
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:相互評価
第15回:まとめ
●事前・事後学習の内容
事前学習：自分自身の外国語習得の経験を振り返り、難しいと感じた種々の側面を整理しておく。
事後学習：模擬授業後に、難点の克服のためにより効果のある指導方法がないか、探究を進める。
●評価方法
授業中の発表とレポートによる。
評価観点１ 初級・中級段階の発音・文法・語彙に習熟している。
評価観点２ 中国語による授業遂行を行うに十分な学力を具えている。
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
発音の指導からはじまり、日中同形語など身近な事項をとりあげていくが、十分なコミュニケーション力の形成には、
表面的な語学力だけではなく、背後にある文化的特性や習慣への理解が不可欠であることに自覚的であってほしい。
●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 相原茂他『日本人の中国語』東方書店
郭春貴『誤答から学ぶ中国語』白帝社
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.

KLPED2204

授業コード

教育方法論 a

L200570010
単位数

Theory of Teaching Methods
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 ← ※ 授業中に指示するまで購入する必要はありません
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.

KLPED2204

授業コード

教育方法論 b

L200570020
単位数

Theory of Teaching Methods
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.

KLPED2204

授業コード

教育方法論 c

L200570030
単位数

Theory of Teaching Methods
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）（2019）教育の方法と技術 主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン（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30年7月告示、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.

KLPED2205

授業コード

教育課程論 a

L200550010
単位数

Theory of School Curriculum
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30年7月、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.

KLPED2205

授業コード

教育課程論 b

L200550020
単位数

Theory of School Curriculum
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、小テスト（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31年1月、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.

KLPED2205

授業コード

教育課程論 c

L200550030
単位数

Theory of School Curriculum
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.

KLPED2206

授業コード

特別活動論 a,b

L200560010・20
単位数

Theory of Extracurricular Activities
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.

KLPED2206

授業コード

特別活動論 c

L200560030
単位数

Theory of Extracurricular Activities
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.

KLPED2207

道徳指導論 a,b

授業コード

L200821010・20
単位数

Theory of Moral Teaching
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.

KLPED2208

教育相談論 a,b

授業コード

L200840010・20
単位数

Theory of Counselling in Education
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
要する生徒への対応法と学内・学外連携のありかたについて知る。
●到達目標
生徒指導における教育相談の位置づけ、教育相談の意義と特徴、教育相談の進め方について学び、子どもの発達に即
した適切な支援をするうえで必要な基礎的理解を身につける。
●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：『教育相談論』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：発達を理解した相談の必要性①思春期青年期の心性と発達課題
第４回：発達を理解した相談の必要性②つまづきと発達の失調現象
第５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②予防的関り
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③問題行動への対応
第９回：特別な支援を必要とする相談対応①不登校
第１０回：特別な支援を必要とする相談対応②非行傾向
第１１回：特別な支援を必要とする相談対応③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保護者への支援
第１４回：相談を生かす環境調整③専門機関との連携
第１５回：試験
●事前・事後学習の内容
１）事前学習としては、文部科学省『生徒指導提要』第５章；教育相談ｐ99～135、第３章第３節：青年期の心理と発
達ｐ58～72を読んでおくこと
・第１回の授業の事後学習、第２回目の授業の事後学習として、文部科学省『生徒指導提要』第５章教育相談ｐ99～
135を通読
・以後の授業に関しては対応する箇所を指示します。
２）授業は資料を配布し、それらを利用し進めていきます。事後学習として、配布資料を整理し、要点のまとめ、キ
ーワードや重要項目の暗記などの復習が望ましい。
また事後学習の１つとして、課題をだします。
●評価方法
試験（70％）、課題の提出（30％）で評価します。
１）試験に関しては以下の観点を評価します。
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。
２）課題の提出に関しては、提出の有無と内容で評価します。
●受講生へのコメント
１）授業の進め方、評価方法等について、第１回の授業で説明しますので、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。毎授業に必ず持参して下さい。
●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（文部科学省）・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.

KLPED2209

授業コード

生徒・進路指導論 a,b

L200831010・20
単位数

Theory of Student Guidance and Career Education
授業形態

担当教員名

講義

新井 肇

2単位

●科目の主題
学校における生徒指導・進路指導の諸課題を総合的に理解するとともに、実践に役立てるための方法（ガイダンス・
カウンセリング・人間関係づくりなど）の理論と技法について学習する。生徒指導については、基礎的学習事項を先行
研究や学習指導要領、各種審議会答申等を通じて理解することを第一目標とする。第二目標は、時事的な問題をとりあ
げ、今日求められている生徒指導実践の内容について考察を行うことである。また、キャリア教育の目的・内容・方法
についての基礎的理解を図る。
●到達目標
児童生徒の問題行動や内的葛藤に対する理解を深め、生徒指導の多様な方法を身につけ、方向性を持って様々な問題
行動に対応できる実践的指導力の形成を図る。あわせて、今後ますます必要とされる学校における危機対応能力や学校
内外での連携を進めるコーディネイト能力の基盤を形成することを目標とする。また、キャリア教育の観点に立つ進路
指導の考え方と方法について理解し、実践的指導力の基礎を身につけ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：生徒指導と進路指導
第２回：学校教育における生徒指導・進路指導の位置づけ
第３回：生徒指導の意義と内容、および歴史と理論的背景
第４回：日本の生徒指導・進路指導とアメリカのスクールカウンセリング
第５回：生徒指導における児童生徒理解の理論と方法
第６回：関係機関との連携に基づく組織的対応の理論と方法及び生徒指導に関する主要法令の理解
第７回：児童生徒の問題行動の現状とこれからの生徒指導の方向性と課題
第８回：不登校の理解と対応
第９回：いじめ問題の理解と対応
第１０回：非行問題の理解と対応
第１１回：自殺予防の理解と対応
第１２回：進路指導・キャリア教育の意義と内容、および理論的背景
第１３回：進路指導における生徒理解の方法と相談の実際
第１４回：生徒指導・進路指導に関する実践事例の検討
第１５回：試験
●事前・事後学習の内容
第１回：自分の小・中・高校時代を振り返り、生徒指導・進路指導に関する経験とイメージについて整理するととも
に、自分が教師になったときの生徒指導・進路指導における取り組みの姿勢についてまとめる。
第２回：授業前に『生徒指導提要』第２章を読み、授業後、講義内容と照らし合わせて整理する。
第３回：授業前に『生徒指導提要』第１章を読み、授業後、講義内容と照らし合わせて整理する。
第４回：授業前に『生徒指導提要』第５章を読み、授業後、講義内容と照らし合わせて整理する。
第５回：授業前に『生徒指導提要』第３章を読み、授業後、講義内容と照らし合わせて整理する。
第６回：授業前に『生徒指導提要』第４章、第７章および第６章Ⅰを読み、授業後、講義授業内容と照らし合わせて
整理する。
第７回：文部科学省『問題行動調査』（2019年）のデータに目を通し、全体的傾向について検討しておく。
第８回：授業前に『生徒指導提要』第６章Ⅱ第12節を読み、授業後、講義授業内容と照らし合わせて整理する。
第９回：自分の母校（小・中・高校のいずれか）の「学校いじめ防止基本方針」について調べる。
第１０回：授業前に『生徒指導提要』第６章Ⅱ第４節および第５節を読み、授業後、講義授業内容と照らし合わせて

整理する。
第１１回：授業前に『生徒指導提要』第６章Ⅱ第９節を読み、授業後、講義授業内容と照らし合わせて整理する。
第１２回：自分が小・中・高校時代に受けてきた進路指導について振り返り、その具体的内容と課題についてまとめ
る。
第１３回：中央教育審議会教育課程部会『審議のまとめ』（2016年）論点整理１「2030年の社会と子供たちの未来」
について調べる。
第１４回：日本もしくは外国の小・中・高校における生徒指導・進路指導に関する先進的な実践事例について調べる。
●評価方法
定期試験（60％）、課題に関する小レポート（授業中に実施）
（20％）授業における討論等への参加度および発表（20％）。
評価観点１ 生徒指導の理論について理解している。
評価観点２ 進路指導の理論について理解している。
評価観点３ 生徒指導・進路指導の方法について理解している。
●受講生へのコメント
講義だけでなく，課題に応じてグループ協議や事例検討などの演習も実施するので，毎時間授業に出席し、積極的に
学習に取り組んでほしい。また、授業でとりあげるテーマに関して、自分の小・中・高校時代の経験を振り返るととも
に、教師になった未来の自分の視点から考えることを心がけてほしい。
●参考文献・教材
テキスト：文部科学省編「生徒指導提要」教育図書（2010）、あわせて、授業時に講義資料を配付する。
参考書：日本生徒指導学会編「現代生徒指導論」学事出版（2015）

授業科目名

科目NO.

KLPED2210

授業コード

特別支援教育論 a

L201120010
単位数

Theory of Special Needs Education
授業形態

担当教員名

講義

羽山 裕子

2単位

●科目の主題
各回の授業では、以下のような内容について資料の検討やグループディスカッションを通して学ぶ。
・特別支援教育の理念、制度、対象を理解する（主に第１回～第２回）。
・様々な障害の特性について基礎的な知識を習得する。そのうえで、障害のある生徒が学校生活で経験する困難につ
いて、実践事例の検討も行いながら具体的に理解し、適切な支援方法を考える（主に第３回～第８回）。
・特別支援教育に関する教育課程の特徴（「自立活動」の内容と位置づけ、「通級による指導」の対象、位置づけ、
指導内容等）を理解するとともに、一人ひとりの実態に応じて一貫性のある支援を提供するための方法（個別の指導計
画、個別の教育支援計画の作成等）について知る（主に第９回～第１０回）。
・組織的かつ継続的な支援を実現するために、学校内での支援体制および学校外機関との連携体制をどのように構築
すべきかについて、地域の特性等もふまえて考える（主に第１１回）。
・障害はないが特別の教育的ニーズのある生徒について、どのような困難を抱えているのかを知り、効果的な支援の
在り方について考える（主に第１２回～第１３回）。
●到達目標
・特別支援教育に関する基礎的な知識（理念、制度、対象等）を得る。
・障害種ごとの特性を知り、学校生活で経験する困難を具体的に理解する。
・教育課程、授業づくり、生徒指導などの各場面で教師として行うべき支援について知り、その組織的かつ継続的な
実践のための学校内外の仕組みについて理解する。
・障害以外の困難やニーズの存在を知り、支援の現状と課題を理解する。
●授業内容・授業計画

授業計画
第１回：オリエンテーション――特別な支援を必要とする生徒たちとは
第２回：特別支援教育の理念と制度
第３回：視覚障害、聴覚障害のある生徒の困難と支援
第４回：知的障害のある生徒の困難と支援
第５回：肢体不自由、病弱の生徒の困難と支援
第６回：発達障害、軽度知的障害の生徒の心理的特性と発達上の課題
第７回：発達障害、軽度知的障害の生徒の困難と支援
第８回：学校現場における特別な支援の実践方法
第９回：特別支援教育に関する教育課程上の特徴――通級による指導、自立活動
第１０回：個別の指導計画、個別の教育支援計画の役割
第１１回：特別支援教育のための学校内外の連携体制
第１２回：母国語の問題等による特別の教育的ニーズのある生徒の困難と支援
第１３回：貧困の問題等による特別の教育的ニーズのある生徒の困難と支援
第１４回：まとめ
定期試験
●事前・事後学習の内容
【事前・事後学習で深めるべき内容】
・特別支援教育に関する基礎的な知識（理念、制度、対象等）を身に付ける。
・授業で学んだ各障害の基礎知識をもとに、学校生活で経験する様々な困難を想定してみる。
・教育課程、授業づくり、生徒指導などの各場面で教師として行うべき支援について知り、その組織的かつ継続的な
実践のための学校内外の仕組みについて考える。

・障害以外の困難やニーズの存在とその支援の現状を知り、身近なところで何ができるかを考える。
【事前学習】・授業内で指定された資料を読んでくる。
・グループ発表の当たっている回については、グループごとに指定されたテーマについて調べてくる。
【事後学習】・テキストの該当箇所を読み返す。
・授業内で指定された課題に取り組む。
●評価方法
学生に対する評価
【評価基準】
・特別の支援を必要とする生徒の教育についての理念・制度を理解している
・特別の支援を必要とする生徒の障害の特性及び心身の発達を理解している
・特別の支援を必要とする生徒に対する教育課程や支援の方法を理解している
・障害はないが特別の教育的ニーズのある生徒の学習上又は生活上の困難とその対応を理解している
【評価方法】
授業内でのミニレポート ３０％、授業内での発表 １０％、期末試験 ６０％
●受講生へのコメント
障害等の特別な教育的ニーズを有する子どもたちが、学校という場で何に困っているのか。自分自身の学校生活をふ
りかえりながら、想像力を働かせて学んでいってください。
●参考文献・教材
テキスト
上野一彦監修『平成29年版 学習指導要領改訂のポイント 通常の学級の特別支援教育』明治図書、平成29年
玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二編『キーワードブック特別支援教育』クリエイツかもがわ、2015年
参考書・参考資料等
大阪市教育委員会指導部「障がいのあるお子さんの入学について 就学に関するリーフレットの作成と活用」
（http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/9,42,15,1,html）

授業科目名

科目NO.

KLPED2210

授業コード

特別支援教育論 b

L201120020
単位数

Theory of Special Needs Education
授業形態

担当教員名

講義

野田 航

2単位

●科目の主題
各回の授業では、以下のような内容について資料の検討やグループディスカッションを通して学ぶ。
・特別支援教育の理念、制度、対象を理解する（主に第１回～第２回）。
・様々な障害の特性について基礎的な知識を習得する。そのうえで、障害のある生徒が学校生活で経験する困難につ
いて、実践事例の検討も行いながら具体的に理解し、適切な支援方法を考える（主に第３回～第８回）。
・特別支援教育に関する教育課程の特徴（「自立活動」の内容と位置づけ、「通級による指導」の対象、位置づけ、
指導内容等）を理解するとともに、一人ひとりの実態に応じて一貫性のある支援を提供するための方法（個別の指導計
画、個別の教育支援計画の作成等）について知る（主に第９回～第１０回）。
・組織的かつ継続的な支援を実現するために、学校内での支援体制および学校外機関との連携体制をどのように構築
すべきかについて、地域の特性等もふまえて考える（主に第１１回）。
・障害はないが特別の教育的ニーズのある生徒について、どのような困難を抱えているのかを知り、効果的な支援の
在り方について考える（主に第１２回～第１３回）。
●到達目標
・特別支援教育に関する基礎的な知識（理念、制度、対象等）を得る。
・障害種ごとの特性を知り、学校生活で経験する困難を具体的に理解する。
・教育課程、授業づくり、生徒指導などの各場面で教師として行うべき支援について知り、その組織的かつ継続的な
実践のための学校内外の仕組みについて理解する。
・障害以外の困難やニーズの存在を知り、支援の現状と課題を理解する。
●授業内容・授業計画

授業計画
第１回：オリエンテーション――特別な支援を必要とする生徒たちとは
第２回：特別支援教育の理念と制度
第３回：視覚障害、聴覚障害のある生徒の困難と支援
第４回：知的障害のある生徒の困難と支援
第５回：肢体不自由、病弱の生徒の困難と支援
第６回：発達障害、軽度知的障害の生徒の心理的特性と発達上の課題
第７回：発達障害、軽度知的障害の生徒の困難と支援
第８回：学校現場における特別な支援の実践方法
第９回：特別支援教育に関する教育課程上の特徴――通級による指導、自立活動
第１０回：個別の指導計画、個別の教育支援計画の役割
第１１回：特別支援教育のための学校内外の連携体制
第１２回：母国語の問題等による特別の教育的ニーズのある生徒の困難と支援
第１３回：貧困の問題等による特別の教育的ニーズのある生徒の困難と支援
第１４回：まとめ
定期試験
●事前・事後学習の内容
【事前・事後学習で深めるべき内容】
・特別支援教育に関する基礎的な知識（理念、制度、対象等）を身に付ける。
・授業で学んだ各障害の基礎知識をもとに、学校生活で経験する様々な困難を想定してみる。
・教育課程、授業づくり、生徒指導などの各場面で教師として行うべき支援について知り、その組織的かつ継続的な
実践のための学校内外の仕組みについて考える。

・障害以外の困難やニーズの存在とその支援の現状を知り、身近なところで何ができるかを考える。
【事前学習】・授業内で指定された資料を読んでくる。
・グループ発表の当たっている回については、グループごとに指定されたテーマについて調べてくる。
【事後学習】・テキストの該当箇所を読み返す。
・授業内で指定された課題に取り組む。
●評価方法
学生に対する評価
【評価基準】
・特別の支援を必要とする生徒の教育についての理念・制度を理解している
・特別の支援を必要とする生徒の障害の特性及び心身の発達を理解している
・特別の支援を必要とする生徒に対する教育課程や支援の方法を理解している
・障害はないが特別の教育的ニーズのある生徒の学習上又は生活上の困難とその対応を理解している
【評価方法】
授業内でのミニレポート ３０％、授業内での発表 １０％、期末試験 ６０％
●受講生へのコメント
障害等の特別な教育的ニーズを有する子どもたちが、学校という場で何に困っているのか。自分自身の学校生活をふ
りかえりながら、想像力を働かせて学んでいってください。
●参考文献・教材
テキスト
上野一彦監修『平成29年版 学習指導要領改訂のポイント 通常の学級の特別支援教育』明治図書、平成29年
玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二編『キーワードブック特別支援教育』クリエイツかもがわ、2015年
参考書・参考資料等
大阪市教育委員会指導部「障がいのあるお子さんの入学について 就学に関するリーフレットの作成と活用」
（http://www.ocec.jp/shidoubu/index.cfm/9,42,15,1,html）

授業科目名

科目NO.

KLPED2211

総合的な探究の指導論 a

授業コード

L201130010
単位数

Theory of Teaching in Integrated Inquiry
授業形態

担当教員名

講義

添田 晴雄

2単位

●科目の主題
探究することを理論的に理解し、それに基づいて、教育課程の考え方、指導方法の在り方を理解できるように学びを
展開する。「主体的・対話的で深い学び」を体験しながら、「主体的・対話的で深い学び」の在り方についても考える
ことができるようにする。
●到達目標
総合的な学習の時聞の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解し、総合的な学習の時聞の指
導計画作成、指導方法、評価の考え方および実践上の留意点を理解する。
●授業内容・授業計画

第１回：オリエンエーション、新学習指導要領の特徴
第２回：総合的な学習の時聞の意義
第３回：総合的な学習の時聞の目標：学習指導要領と各学校設定目標
第４回：探究の理論と探究的な学習の過程
第５回：主体的・対話的で深い学び
第６回：総合的な学習の時聞と各教科等との関連
第７回：発散的思考と収束的思考
第８回：課題を見つけるための指導
第９回：情報収集の指導
第１０回：発表活動の指導
第１１回：総合的な学習の時間における評価
第１２回：総合的な学習の時聞の指導計画
第１３回：総合的な学習の時間の模擬授業
第１４回：まとめ
定期試験
●事前・事後学習の内容
第２回：総合的な学習の時聞の意義についての予習課題に取り組む
第３回：総合的な学習の時聞の目標：学習指導要領と各学校設定目標についての予習課題に取り組む
第４回：探究の理論と探究的な学習の過程についての予習課題に取り組む
第５回：主体的・対話的で深い学びについての予習課題に取り組む
第６回：総合的な学習の時聞と各教科等との関連についての予習課題に取り組む
第７回：発散的思考と収束的思考についての予習課題に取り組む
第８回：課題を見つけるための指導についての予習課題に取り組む
第９回：情報収集の指導についての予習課題に取り組む
第１０回：発表活動の指導についての予習課題に取り組む
第１１回：総合的な学習の時間における評価についての予習課題に取り組む
第１２回：総合的な学習の時聞の指導計画についての予習課題に取り組む
第１３回：総合的な学習の時間の模擬授業についての予習課題に取り組む
●評価方法
評価観点１：総合的な学習の時聞の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解している。
評価観点２：総合的な学習の時聞の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に付けて
いる。
評価観点３：総合的な学習の時聞の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解している。
●受講生へのコメント
取得しようとしている免許の教科における「探究」とはなにかを考え、それを手がかりに、教科横断的な「探究」に
ついて考えてほしい。
●参考文献・教材
テキスト：中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編（平成29年7月）
参考書・参考資料等：中学校学習指導要領（平成29年6月）

授業科目名

科目NO.

KLPED2211

総合的な探究の指導論 b

授業コード

L201130020
単位数

Theory of Teaching in Integrated Inquiry
授業形態

担当教員名

講義

鈴木 信尚

2単位

●科目の主題
探究することを理論的に理解し、それに基づいて、教育課程の考え方、指導方法の在り方を理解できるように学びを
展開する。「主体的・対話的で深い学び」を体験しながら、「主体的・対話的で深い学び」の在り方についても考える
ことができるようにする。
●到達目標
総合的な学習の時聞の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解し、総合的な学習の時聞の指
導計画作成、指導方法、評価の考え方および実践上の留意点を理解する。
●授業内容・授業計画

第１回：オリエンエーション、新学習指導要領の特徴
第２回：総合的な学習の時聞の意義
第３回：総合的な学習の時聞の目標：学習指導要領と各学校設定目標
第４回：探究の理論と探究的な学習の過程
第５回：主体的・対話的で深い学び
第６回：総合的な学習の時聞と各教科等との関連
第７回：発散的思考と収束的思考
第８回：課題を見つけるための指導
第９回：情報収集の指導
第１０回：発表活動の指導
第１１回：総合的な学習の時間における評価
第１２回：総合的な学習の時聞の指導計画
第１３回：総合的な学習の時間の模擬授業
第１４回：まとめ
定期試験
●事前・事後学習の内容
第２回：総合的な学習の時聞の意義についての予習課題に取り組む
第３回：総合的な学習の時聞の目標：学習指導要領と各学校設定目標についての予習課題に取り組む
第４回：探究の理論と探究的な学習の過程についての予習課題に取り組む
第５回：主体的・対話的で深い学びについての予習課題に取り組む
第６回：総合的な学習の時聞と各教科等との関連についての予習課題に取り組む
第７回：発散的思考と収束的思考についての予習課題に取り組む
第８回：課題を見つけるための指導についての予習課題に取り組む
第９回：情報収集の指導についての予習課題に取り組む
第１０回：発表活動の指導についての予習課題に取り組む
第１１回：総合的な学習の時間における評価についての予習課題に取り組む
第１２回：総合的な学習の時聞の指導計画についての予習課題に取り組む
第１３回：総合的な学習の時間の模擬授業についての予習課題に取り組む
●評価方法
評価観点１：総合的な学習の時聞の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解している。
評価観点２：総合的な学習の時聞の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に付けて
いる。
評価観点３：総合的な学習の時聞の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解している。
●受講生へのコメント
取得しようとしている免許の教科における「探究」とはなにかを考え、それを手がかりに、教科横断的な「探究」に
ついて考えてほしい。
●参考文献・教材
テキスト：中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編（平成29年7月）
参考書・参考資料等：中学校学習指導要領（平成29年6月）

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.

KKPRA4402

教育実習A（2単位）

授業コード

L200860010
単位数

Practice in Teaching A
授業形態

担当教員名

実習

辻野 けんま／柏木 敦

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員の指導に基づく。
●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.

KKPRA4401

教育実習B（4単位）

授業コード

L200850010
単位数

Practice in Teaching B
授業形態

担当教員名

実習

辻野 けんま／柏木 敦

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員の指導に基づく。
●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.

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

辻野 けんま／柏木 敦

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』
●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.

KLJPN2205

授業コード

書道

L200940010
単位数

Calligraphy
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・細字
第１２回創作作品①・実用書
第１３回 創作作品②
第１４回 創作作品③・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.

KLPRA1103

教職ボランティア実習Ⅲ

授業コード

L200920010
単位数

Volunteer Experiences for Teaching ProfessionⅢ
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」などを履修している場合は、「教職ボランティア実習Ⅰ」などで
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・幼稚園におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（ﾎﾞ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・幼稚園におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（ﾎﾞ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・幼稚園におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（ﾎﾞ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）も履修することが望ましい。

授業科目名

科目NO.

KLPRA1105

授業コード

教職ボランティア実習Ⅴ

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立我孫子南中学校で行うことを本科目の履修
条件とする。
【備考】「教職ボランティア実習Ⅰ～Ⅳ」は、30時間以上の学校ボランティアを行ってレポートを提出することによ
って単位を修得するのに対し、「教職ボランティア実習Ⅴ・Ⅵ」は「教職ボランティア実習Ⅰ～Ⅳ」のボランティア実
習を前提として、その学校ボランティア実習の質を高めるための学修を行い、ボランティア活動を振り返り、ボランテ
ィア内容を計画することを通して単位を修得する。
同年度に「教職ボランティア実習Ⅵ」（後期）も履修することが望ましい。
●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.

KLPRA1106

教職ボランティア実習Ⅵ

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行うことを本科目の履修条件とする。
【備考】「教職ボランティア実習Ⅰ～Ⅳ」は、30時間以上の学校ボランティアを行ってレポートを提出することによ
って単位を修得するのに対し、「教職ボランティア実習Ⅴ・Ⅵ」は「教職ボランティア実習Ⅰ～Ⅳ」のボランティア実
習を前提として、その学校ボランティア実習の質を高めるための学修を行い、ボランティア活動を振り返り、ボランテ
ィア内容を計画することを通して単位を修得する。同年度に「教職ボランティア実習Ⅴ」（前期）も履修することが望
ましい。
●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.

MULEC1101

授業コード

生涯学習概論

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.

MULEC1103

博物館経営論

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.

MULEC1104

授業コード

博物館資料論

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 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.

MULEC1105

博物館資料保存論

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
博物館施設の重要な役割である資料の保存・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 災害の防止と対策（火災、地震、水害、盗難等）
第１０回 伝統的保存方法
第１１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.

MULEC1106

博物館展示論

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現場における実践例を通じて、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（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.

MULEC1107

授業コード

博物館教育論

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
第１５回 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いてどのように展開
していくのかを考えてみてください。
●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社会教育・
生涯学習の機関として、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。

授業科目名

科目NO.

MULEC1108

博物館情報・メディア論

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、博物館で教育や情報発信に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し、活用
することができるようになることを目指す。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.

MUPRA3301

L200990010

授業コード

博物館実習Ⅰ

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
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

館園実習事後指導 実習展の説明
展示研究①企画案の研究1
展示研究②企画案の研究2
展示研究③企画案の研究3（企画案の検討含む）
展示企画企画の最終的な検討出品リスト・パネル・リーフレットの検討
展示準備①
展示準備②
展示準備③
展示Ａ設営
この間に実習展Ａの解説
展示Ａ撤収／展示Ｂ設営
実習展Ａの振り返り（この間に実習展Ｂの解説）
実習展報告書の準備／展示Ｂ撤収
実習展報告書の仕上げ

第15回 まとめ
●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。

