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将来実現したい願望という意

味の夢なら研究の成就ですが、

空想的な願望という意味の

〈夢〉なら、世界中の国々を

回ってみたいね。世界の国々

の人に、文化に、社会に触れ

てみたい。どこの国でもいい

んです。とにかく行けるとこ

ならどこでも行って、できる

ことなら全部の国をまわって

みたい！　　　　　　　　　

「文学部って何の役に立つの？」と言われたりすることもあるのですが、文学
部ってなにをするところなんですか？　　　　　　　　　　　

　一言で言うなら、「人間と文化と社会を基礎から学ぶところ」です。もちろん基礎だけ

でなく、その上に立って先端的、創造的な研究を行うわけですが、これから大学に入ろ

うとする方々へのメッセージとしては、「人間と文化と社会を基礎から学ぶところ」――

この言葉を贈りたい。　　　　　　　　　　　　　　　

　文学部は、古今東西、多方面の学問をカバーしています。国文学、中国文学、英米文

学、ドイツ文学、フランス文学のほか、哲学、宗教学、日本史、世界史、社会学、心理学、

教育学、地理学も学ぶことができるし、「言語情報」や「表現文化」といった学問もあっ

て、全部で15コースもあります。大学院には「アジア都市文化学」もあります。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　そんなにたくさんあったのかと、意外に思われるかもしれませんね。では、これら多

彩な学問の共通点は何かと申しますと、「人間」と、人間が生み出した「文化」と、人間に

よって成り立っている「社会」を、基礎から理解しようとする点にあります。「基礎」から

理解するとは、次のことを意味しています。人間にとって幸福とはどういう状態のこと

なのか。人間にとって意味のある文化とはどういう文化のことなのか。そして、人間に

とって生きるに値する社会とはどういう社会なのか。これら万人にとって人生の根底

にある問いを追究するという意味です

　人間は幸せにならなくては生きている意味がありません。では、どういう状態を幸せ

と考え、その状態に一歩でも近づくためにはどうすればいいのか――個々人に課せら

れている課題だと思います。また、情報産業の発展によって、現代はさまざまな文化が

氾濫していると言えます。したがって、人間にとって本当に意味のある文化は何なの

か、自分でよく見分ける必要があります。それから、私たちが生きているこの社会が、本

当に生きるに値する社会なのか、私たちに幸福をもたらす社会なのか、このこともよく

考えてみる必要がある。もしもそういう社会でなければ、良い社会を作るために行動

しなくてはなりません。こうしたことを考えながら、４年間の大学生活を送ってもらい

たいと思います。　　　　　

　大学を卒業したら、いろんな問題に直面します。仕事のこと、家庭のこと、いろんなこ

とです。しかも現代社会の変化はきわめて激しい。そのとき、文学部で身につけた柔軟

な思考力と豊かな知識がきっと役に立ちます。僕は文学部の卒業生たちを見て、そう

確信しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

卒業時には何らかの答えを見つけてほしいということですか。　　　　

　そういうことです。で、その答えを見つける道が15コースあるわけです。先ほど「人

間・文化・社会」を文学部のキー・ワードとして示しました。やや形式的な分類になるけ

ど、国文・中文・英文・独文・仏文などの言語・文学系や表現文化・言語情報コースなど

は「文化」のカテゴリーに含まれますね。哲学・心理学などは「人間」を中心にあつかう

し、社会学、教育学や地理学などは、どちらかといえば「社会」に軸足を置いています。

しかし歴史学のように、「人間・文化・社会」のすべてにわたる学問もあります。もっと

も、どのコースでも、「人間・文化・社会」の相互連関を視野に入れつつ、そのうちのど

れかに軸足を置いて研究をしています。いずれにせよ、どれかのコースへ進み、専門

の研究を通して、先の3つの問いに自分なりの答えを見つけていく。この探求が大学生

活の中心的な営みと言えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

他の学部や他の大学に誇れる市大文学部の良いところはどこでしょうか？
　文学部には15コースの専門分野があることを申しました。文学部の良いところは、

入学後に自分でコースを選べる――これが大きな魅力じゃないですかね。1回生の間

はまだ所属コースは決まってません。外国語教育と共通教育、それに多少の専門基礎

教育に専念しながら自分にあったコースを探し、2回生からそこへ進みます。コースの

決め方は、本人の希望によります。希望者が集中しすぎると選抜する場合もあります

が、原則は本人の希望です。それから、文学部には教員が約70名もいること、これが2

つ目の魅力です。教員は皆さん個性的で、独創的な研究をしています。さっきも申しま

したが、そういう創造的な研究を教育に活かしています。魅力の3つ目は少人数教育。

何百人も受講している講義もまったくないわけじゃないけど、演習などは10人前後で

す。そうすると、自然と距離が近くなるから、それだけ豊かなコミュニケーションができ

ます。教員と学生、先輩と後輩が自由に議論できる雰囲気があります。これはとても良

い点だと思いますね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

社会の中で市大の文学部とはどういった存在でしょうか？まず数ある大学の
中で市大の文学部とは……。　　　　　　　　　　　　　　　　
　まずね、大学が大阪市内に立地している。これを「都市型総合大学」と呼んでます

が、これが大阪市大のウリですよね。大阪市内にはいくつも大学がありますが、8学部

を持つ総合大学は本学しかないんです。大阪市内にある唯一の総合大学です。他の

総合大学は、みんな大阪市外にあります。したがって、僕たちは都市と大学っていうの

が切っても切り離せない関係にある、ということを強く意識しています。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市と大学の切り離せない関係とは？　　　　　　　　　　　　　　
　かつてこの大学をつくった関一市長が、建学の精神をこう表現しました。「大学は都

市とともにあり、都市は大学とともにある」。これはとても高い見識です。われわれも関

市長の精神を継承して、都市文化、都市問題、都市生活といったものを積極的に追求

しようというのが基本的な立場です。たとえば、国文学は「上方文化講座」という授業

を担っておられます。文学部のどのコースも、都市そして大阪を意識して教育・研究を

してます。これはやっぱり大阪市大文学部が誇ることのできる教育だと思いますね。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

これから文学部をより良くするためにどのような事をお考えですか。
　１つは、学生にグローバルな視野を持ってもらうための取り組みがあります。たとえ

ば「インターナショナルスクール集中科目」です。これは、外国から著名な研究者を招

いて、英語で授業をしていただくんですよ。学生はそれを同時通訳で聞くことができ

る。そして講義のあと、大学院生が英語で研究発表し、外国人研究者、発表者、学部生

も交えて、みんなで討論します。英語のスキルアップのために、こういう科目を設定し

てます。目的は、世界レベルの国際的な研究教育を推進することにあります。　　　　

　　　　　　　　　　　　　

何故グローバルな視野が必要だと？　　　　　　　　　　　　　　　
　日本では大阪・東京など、大都市を中心に外国人居住者が増えてきています。した

がって、隣人として、あるいは職場の同僚として、外国人と接する機会はこれからもっと

もっと増えるでしょう。また、外国に出かけていく機会も多くなる。みなさんも、観光だ

けじゃなく、将来は仕事で海外派遣されることも大いにありうるわけです。そこで、グ

ローバルな視野がいやがおうにも必要になります。それからもう1つ、私たちの願いと

しては、あなたたちに「専門職業人」を目指してほしい。教員とかマスコミ関係、あるい

は公務員といった専門的な職業に就くというのが1つの目標になると思うんです。専

門的な知識を使って仕事をする分野にどんどん進出して行ってもらいたいと思いま

す。　　　　　　　　　　

では、市大文学部の目指すところを教えてください。　　　　　　　
　教育の面で言えば、「人間・文化・社会」を基礎から学んで様々な問題解決ができる

ような人間に育ってほしいというのが1つですね。2つ目に、グローバルな視野を持っ

てもらいたいということ。繰り返しですが、グローバル化はこれからの日本が進んでい

く方向ですのでね。3つ目に、専門職業人になって活躍してもらいたい。そのためにど

れだけの教育をしてあげられるかっていうのが、私たち教員の役目です。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

目指すところというのは夢という言葉に置き換えられると思うんですが、市大
文学部の夢とは？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「夢」にはいろんな意味がありますが、実現させたい理想という意味では、今述べた

ような教育をすること、これが第1。それから、良い教育の前提となる良い研究をするこ

と、これが第2。そして社会貢献だね。教育・研究・社会貢献は、大学に課せられている3

つの目的です。とくにこれからは社会貢献、地域貢献が重要な課題になってきます。文

学部も、そのための1つの取り組みとして「市大授業」を年2回開催しています。高校生

のための授業を市大キャンパスでやってます。また11月にやりますから、ぜひ高校生

諸君に来てもらいたいですね。最後に、僕個人としても、教育・研究・社会貢献のメリハ

リのある実践をやっていきたい。自分の研究を教育と社会貢献に開いていくことが大

切だと思っています。どの社会制度もそうですが、大学も高い壁を作っていると内部

が腐れてきます。「1人1ボランティア社会」が実現すれば、とても良い社会になると思

いますよ。それこそ夢のような話ですが。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　

我らが文学部長、谷富夫先生にインタ
ビューしました!!　教授の顔、学部長
の顔、そして谷先生個人の顔に迫って
みます!!     　　　　　　　　　　
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心理学コース p.11
教育学コース p.12
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国語国文学コース p.05
中国学コース p.06
英米言語文化コース p.06
ドイツ言語文化コース p.07
フランス言語文化コース p.07
言語情報コース p.08
表現文化コース p.08

歴史文化領域
人間行動学領域
言語文化・思想領域

国語国文学専修
中国語中国文学専修
英語英米文学専修
ドイツ語ドイツ文学専修
フランス語フランス文学専修
言語情報学専修
表現文化学専修

哲学専修
日本史学専修
東洋史学専修
西洋史学専修

社会学専修
心理学専修
教育学専修
地理学専修

2005(平成17)年4月に生まれ第2部（夜間開講）人文学科は、3つの専門領域からなりたっています。歴史文化領域
は、日本・アジア・西洋の地域文化を歴史学、文化人類学などの視点から複眼的に学びます。人間行動領域では、
社会学・心理学・教育学・地理学を広く学ぶことにより、人間の行動の本質にせまります。言語文化・思想領域で
は、日本・東洋・西洋の文化と言語、思想の伝統を学び、思考力、理解力を養います。
なお、人文学科では、高等学校教諭第1種免許状(地理歴史・公民・国語)、中学校教諭第1種免許状(社会・国語)、博
物館学芸員資格を取得することができます。

学部の4年間で学んだことをさらに深めたい人や、勉強することのおもしろさに目覚めた人は、ぜひ大学院に進
んでください。大学院文学研究科には、それぞれのコースにつづく3学科15専修が置かれており、きめ細かい指
導で、みなさんの学習・研究をサポートしています。大阪市立大学の文学研究科は、文部科学省の21世紀COEプ
ログラムにも選ばれた、伝統と実績のある大学院です。
大学院は前記博士課程(2年)と後期博士課程(3年)ですが、近年は、後期課程を修了し研究者をめざす人だけでな
く、前期課程修了で就職する人も増えています。

文学部は1953年に発足しました。今日までの歴史を
振り返り、そして未来を展望してみましょう。

米軍占領下のキャンプサカイ

1号館、文学部棟、法学部棟

文学部棟

　大阪市立大学の発祥は1880年にまで遡りますが、文学部は1949年に
市立大学に創設された法文学部文学科を前身としています。当初は12専
攻（哲学、社会学、心理学、教育学、芸術学、歴史学、地理学、国文学、中国
学、英文学、独文学、仏文学）、20名の教員スタッフでスタートし、翌年には
第2課程（夜間）も設置されました。そして、1953年、「産業大都市大阪には
文学部の存在が絶対に必要」という当時の恒藤恭学長の強い信念に支え
られて、文学部が創設されます。スタッフも大幅に拡充して88名となりまし
た。同時に大学院の文学研究科修士課程も発足（6専攻）、翌1954年には
10専攻となり、さらにその翌年には博士課程も設置され（7専攻）第2次大
戦後の新制大学としては異例の早さで大学院の充実がはかられました。
　しかし、戦時中は海兵団に、戦後は米軍により接収された大阪市立大学
は、当時はキャンプ・サカイとなっていました。そのため、授業は、市内の
西区や南区（現中央区）に場所を設けておこなわれました。学舎が全面的
に返還されたのは1955年、じつに10年ぶりのことでした。

　1956年、ようやく杉本キャンパスでの授業を開始した文学部は、さらに
拡充されます。1968年には5学科（哲学、人間関係、史学地理、国文・中文、
西洋文学）11専攻[3コース]となります。大学院も1971年には12専攻（哲
学、社会学、心理学、教育学、国史学、東洋史学、地理学、国文学、中国語・
中国文学、英文学、独文学、仏文学）が前期・後期の博士課程を備えるに到
り、スタッフも旧帝国大学系を上まわる規模となったのです。
　その後、文学部は、「新しい都市型総合大学としての市立大学の充実、
国際都市・大阪の特性を生かした学術研究を進める」という大阪市総合計
画21の指針にしたがって、次の展開へと歩みを進めました。1996年には
文学部棟を全面改修するとともに増築棟が建設され、心理学実験室など
が整備されました。　
　教育組織も、1999年、現在の3学科15コース（第1部。第2部は12コース）
に改編され、新たに表現文化と言語情報コースが登場しました。さらに第
2部（夜間課程）は、2005年に、第1部と同じ3学科制を改め、現在の3専門
領域からなる人文学科に改編されました。また、2001年には、大学院の教
育研究に力を入れるべく、現行の4専攻15専修に改編、あらたにアジア都
市文化学専攻と西洋史学専修を設置し、正式名称も「大阪市立大学大学
院文学研究科・文学部」としました。その結果、2002年には、世界長高水準
の研究教育拠点を目指す文部科学省の「21世紀COEプログラム」に採択
され、名実ともに実績をあげるに到っています。

　現在、情報処理実習室、心理学実験室、地理情報システム処理室、比較
言語文化情報処理実験室、ガムラン実習室など充実した設備をそなえ、学
部から大学院の後期博士課程までの一貫した教育研究環境を整えていま
す。
　ソフト面でも、学生の自主的な教育研究活動や就職活動を促進する「文
学部・文学研究科教育促進支援機構」が2003年に発足、さまざまな学生支
援活動を学生主体でおこなうとともに、企画運営する学生自身の成長もは
かっています。また、国際交流についても、ハンブルク大学（ドイツ）、チュ
ラロンコン大学（タイ）、ガジャマタ大学（インドネシア）、国立芸術大学（イ
ンドネシア）、華東師範大学（中国）、「恵光」日本文化センター（ドイツ）、ロ
ンドン大学東洋アフリカ学院（イギリス）と学術協定を結び、さまざまな共
同研究をおこなういっぽう、リヨン第3大学、セルジー・ポントワーズ大学

（フランス）および中山大学（中国）との交換留学協定も結び、学生交流も
開始されました。くわえて、ハンブルク、セルジー・ポントワーズの他、シェ
フィールド（イギリス）、華東師範（中国）への短期語学研修制度も設けら
れ、国際的に学習する機会を提供しています。さらに、2008年からは「文学
部を知りたい人のための市大授業」、「近鉄文化サロン共催講座」など、地
域・社会貢献活動も積極的に推し進めています。　このように、大阪市立
大学文学部と大学院文学研究科は、教育、研究および地域・社会貢献に邁
進し、多くの成果をあげてきました。2008年には「大阪市立大学文学研究
科・文学部学術憲章」を制定、内外にその使命と目標を示すとともに、これ
からも一層の活躍をなすことを宣言したのです。
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「『発心集』における悪人往生譚について」
もともと古典作品から伺える思想に興味があったこと、それを通して当時の人々
の思想を考えてみたいということが始まりです。仏教の中の悪人往生というテー
マにしたのは、より民衆に近い思想だと思ったからです。「仏教の戒律を守ってこ
なかった悪人でも極楽に往生できる」という考えは、法然や親鸞に連なる思想
で、貴族層より民衆に受け入れられた思想だと思います。極楽に往生した悪人が
どのように描かれているかを見ていくことで当時の思想も分かるのではないかと
考えました。『発心集』を選んだ理由は、その中の悪人往生譚の一つに強く惹かれ
たからです。他とは少し違う描かれ方がされているように感じたので、考察の中
心に据えるつもりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

このコースでは、大きく分けて｢国文学｣と｢国語学｣の2つの分野を学べます。国
文学では古典文学を扱うので、作品の読み方、資料や文献の扱い方等について
基本的なことを演習や講義を通して学んでいきます。時代は上代（奈良時代）か
ら近世まで幅広く、ジャンルも様々学ぶことができます。国語学の分野では講義
で日本語の成り立ちや発音、表記の歴史的変遷等の基礎を学び、演習では現代
日本語について学んでいきます。どちらの分野でも、言葉の意味を考える上で辞
書だけに頼らないということが重要になります。そのため、その言葉が使われて
いる実例を多く探し、それらに基づいて改めて意味を考えていくという作業を必
要とします。こういった作業を通して、文章の読みを深めることを学んでいきま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　

『国語国文学演習Ⅰ』村田 正博　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　
古典和歌を踏まえながら、それを超克して近代文学としての短歌の創生に関わった歌
人たちの作品を精読することを通して、和歌というジャンルにおける伝統と創造につい
て考察する。この演習では、江戸時代の和歌の到達を視野にいれながら、明治時代初
期における、いわば近代前夜の和歌の状況を考察の対象とする。　　　　　　　　　
　　　
　　　　　　　　　　　　　　

『下剋上の文学』佐竹昭広/筑摩書房　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大学2回生の時、一見古くさい印象の中世文学をかくも豊潤に面白く読み解け
るのかと驚嘆、興奮しつつ一気に読みました。明晰にして格調高い著者の文章も
魅力です。(小林 直樹　教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

『源氏物語の時代─一条天皇と后たちのものがたり─』山本淳子/朝日新聞社
紫式部や清少納言の登場で、高校生にも多分おなじみの一条朝。その時代には
珍しい「純愛」の物語を、著者は平易な筆で愛情をこめて描いています。読後感は
実にさわやか。(小林 直樹　教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

「現代中国作家の表現手法」　　　　　　　　　　　　　　　　　
具体的なテーマはまだ決まっていませんが、中国の、ある現代作家の表現手法に
ついて書こうと思っています。子どもの頃から昔話を読むのが大好きで、このコー
スに所属したての頃は「卒論は中国の昔話について卒論を書きたいな」、と思っ
ていました。実際、様々な昔話を読み、ぼんやりとしたテーマも決まっていました。
しかし、ある先生の授業で現代中国文学に触れたのをきっかけに、「生きた中国
語を読みたい」、「今の中国に触れたい」、と強く感じるようになり、方針を転換す
ることにしました。目下、その作家の本を読んでいる最中です。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

中国学コースには、中国の小説やお茶、漫画についてなど、色々なことを学ぶた
めの門戸が開かれています。これらの「興味」を「研究対象」にしていくために、
様々な授業があります。中国の文学や思想に関する基礎的な知識を身につける
授業から、実際に辞書などを使って過去の文献を読み解いていく演習形式のも
のまで、学年に応じたレベルの授業が設けられており、着実に研究手法を学ぶこ
とができます。また、現代の文学や映画などの文化に触れることで、知らず知らず
のうちに中国語のレベルも上がっていくでしょう。

『中国学演習Ⅰ』山口 久和　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳寿撰『三国志』蜀書・諸葛亮（孔明）伝の精読。陳寿の正史本文と裴松之の注を精読
することで、中国古典文（漢文）の読解能力の向上をはかるともに、後漢・三国時代の
思想と文化、社会についての理解を深めていく。　　　　　　　　　　

『音韻論の原理』ニコライ.S.トゥルベツコイ（長嶋善郎訳）/岩波書店　　　
学生が少ないという理由で音韻のゼミに通っていた学部の頃に図書館でふと手
にした書。読むうちに音韻論とは何と面白い考え方かと目から鱗が落ちる気がし
ました。この本をきっかけに他の書も読むようになり、勉強を続けていく決心が固
まりました。(大岩本 幸次　准教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『現代中国文芸アンソロジー－火種－』ジェレミー・バーメーほか編（刈間文俊ほか編訳）/凱風社
内容は小説・演劇・絵画など様々で、分厚い本ですが飽きることがないです。80年
代の出版で少し古い印象も受けますが、本書にみえる中国知識人の苦悩・葛藤の
言説に触れることが、当時についてはもちろん、その後の中国を知る一つの足が
かりにもなると思います。(大岩本 幸次　准教授)　　　　　　　　　　　　　

『ダロウェイ夫人』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私はヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』についての卒論に取り組んでい
ます。この作品との出会いは、「めぐりあう時間たち」という映画でした。『ダロ
ウェイ夫人』をモチーフとしていて、繊細な彼女に興味を持ちました。第一次世
界大戦下のロンドンでのクラリッサ・ダロウェイを描いたこの作品は、たった1日
の彼女の行動と心理が連鎖して描かれています。ビック・ベンの鐘が象徴する

〈現在〉の直線的な時間軸と彼女の少女時代の回想シーンである〈過去〉と彼女
の老いや死に対する恐怖とその克服である〈未来〉の時間軸から、彼女の時間意
識を考察します。こうした時間意識の中で、作者ウルフの生と死、時間に対する
姿勢を明らかにすべく取り組んでいます。

このコースでは、英語に関することなら何でも学べます。大きく分けると「英米文
学」「英米文化」「英語学」の3つの授業があります。「英米文学」では、多くの文学
作品に触れます。原書で読むことに最初は苦労しますが、作品を読む中で隠さ
れた意味や時代背景を学べ、文学の面白さを実感できます。「英米文化」では、
文学作品を通してアメリカ文化や社会問題を学びます。「英語学」では英語の歴
史、仕組み、今までは習わなかった英語の魅力を学びます。英語を読む授業が
多く、予習が必要ですが、自然と英語力が身につき、英語に関する知識はもちろ
ん様々な視点からアプローチする力も身に付きます。英語が好きな人、英語力
を身につけたい人におススメです。　　　　　　

『英米文化演習』イアン・リチャーズ　准教授　　　　　　　　　　　　　　
英語のドキュメンタリーをビデオで観た後に、そのビデオをベースに英語でディス
カッションをする。英語で書かれたものを読み、その例に倣い英語で色々なエッセイ
を書く。またそのエッセイをベースにディスカッションをする。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

The Catcher in the Rye, J.D.Salinger/Penguin　　　　　　　　　　　
高校3年生の時に、辞書を片手に俗語的な言い回しと格闘したのを覚えていま
す。大学でアメリカ人の友人に尋ねてみても、"Oh, they're dated!"と言われただ
けで、正直あまりよく分からなかったです。翻訳を参照しましたが、原文で分から
ないままに読んだ印象は新鮮です。(古賀 哲男 准教授)　　　　　　　　　　　

The Da Vinci Code, Dan Brown/Anchor Booksなど　　　　　　　　　　　
一昔前の本ですが、受験勉強に疲れた時にミステリーの醍醐味が体験できます！

（翻訳・映画・ウェブで関連記事が読める）という意味でお勧めです。大学ではぜ
ひ、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』などの古典を原書で読ん
でほしいです。(古賀 哲男 准教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Q,どんなコースですか？

Q,どんな研究をするのですか？
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「『発心集』における悪人往生譚について」もともと古典作品から伺
える思想に興味があったこと、それを通して当時の人々の思想を考えてみた
いということが始まりです。仏教の中の悪人往生というテーマにしたのは、
より民衆に近い思想だと思ったからです。「仏教の戒律を守ってこなかった
悪人でも極楽に往生できる」という考えは、法然や親鸞に連なる思想で、貴
族層より民衆に受け入れられた思想だと思います。極楽に往生した悪人がど
のように描かれているかを見ていくことで当時の思想も分かるのではないか
と考えました。『発心集』を選んだ理由は、その中の悪人往生譚の一つに強
く惹かれたからです。他とは少し違う描かれ方がされているように感じたの
で、考察の中心に据えるつもりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　

このコースでは、大きく分けて｢国文学｣と｢国語学｣の2つの分野を学べます。
国文学では古典文学を扱うので、作品の読み方、資料や文献の扱い方等につ
いて基本的なことを演習や講義を通して学んでいきます。時代は上代（奈良
時代）から近世まで幅広く、ジャンルも様々学ぶことができます。国語学の
分野では講義で日本語の成り立ちや発音、表記の歴史的変遷等の基礎を学び、
演習では現代日本語について学んでいきます。どちらの分野でも、言葉の意
味を考える上で辞書だけに頼らないということが重要になります。そのため、
その言葉が使われている実例を多く探し、それらに基づいて改めて意味を考
えていくという作業を必要とします。こういった作業を通して、文章の読み
を深めることを学んでいきます。　　　　　　　　　　　　　　　　

『国語国文学演習Ⅰ』村田正博　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　
古典和歌を踏まえながら、それを超克して近代文学としての短歌の創生に関わっ
た歌人たちの作品を精読することを通して、和歌というジャンルにおける伝統と
創造について考察する。この演習では、江戸時代の和歌の到達を視野にいれながら、
明治時代初期における、いわば近代前夜の和歌の状況を考察の対象とする。　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

『下剋上の文学』佐竹昭広/筑摩書房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大学2回生の時、一見古くさい印象の中世文学をかくも豊潤に面白く読み解けるの
かと驚嘆、興奮しつつ一気に読みました。明晰にして格調高い著者の文章も魅力
です。(小林　直樹 教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

『源氏物語の時代─一条天皇と后たちのものがたり─』山本淳子/朝日新聞社

紫式部や清少納言の登場で、高校生にも多分おなじみの一条朝。その時代には珍
しい「純愛」の物語を、著者は平易な筆で愛情をこめて描いています。読後感は
実にさわやか。(小林　直樹 教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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えました。『発心集』を選んだ理由は、その中の悪人往生譚の一つに強
かれたからです。他とは少し違う描かれ方がされているように感じたの
考察の中心に据えるつもりです。

は、大きく分けて｢国文学｣と｢国語学｣の2つの分野を学べます。
典文学を扱うので、作品の読み方、資料や文献の扱い方等につ
ことを演習や講義を通して学んでいきます。時代は上代（奈良
世まで幅広く、ジャンルも様々学ぶことができます。国語学の
で日本語の成り立ちや発音、表記の歴史的変遷等の基礎を学び、
日本語について学んでいきます。どちらの分野でも、言葉の意
で辞書だけに頼らないということが重要になります。そのため、
われている実例を多く探し、それらに基づいて改めて意味を考
う作業を必要とします。こういった作業を通して、文章の読み
を学んでいきます。

『国語国文学演習Ⅰ』村田正博 教授
古典和歌を踏まえながら、それを超克して近代文学としての短歌の創生に関
た歌人たちの作品を精読することを通して、和歌というジャンルにおける伝
創造について考察する。この演習では、江戸時代の和歌の到達を視野にいれ
明治時代初期における、いわば近代前夜の和歌の状況を考察の対象とする。

『下剋上の文学』佐竹昭広/筑摩書房

大学2回生の時、一見古くさい印象の中世文学をかくも豊潤に面白く読み解けるの
かと驚嘆、興奮しつつ一気に読みました。明晰にして格調高い著者の文章も魅力

『源氏物語の時代─一条天皇と后たちのものがたり─』山本淳子/朝日

紫式部や清少納言の登場で、高校生にも多分おなじみの一条朝。その時代に
しい「純愛」の物語を、著者は平易な筆で愛情をこめて描いています。読後

Q,どんなコースですか？
各コースに所属している学
生からの紹介文。

Q,どんな研究をするのですか？
学生がコースで学んだもの
の集大成が卒業論文。どん
なことをテーマにしている
のでしょう。

市大文学部には、個性豊かな3学科
15コースの学びの場があります。先
輩たちはそれぞれのコースで、どのよ
うにして学んできているのでしょう
か？　　　　　　　　　
その様子を少しのぞいてみましょう!!

思い出の本
コースの先生の、思
い出に残っている本
の紹介です。

おすすめの本
学生にぜひ読んでも
らいたい本を紹介。

授業の紹介
各コースが提供して
いる授業を1つ紹介し
ます。

授業の写真
ある日の授業の様子
を撮影しました。

★用語説明★
「講義」･･･主として先生が話す授業。
　　　　　「学史」「論」「特講」「概論」などがこれに含まれる。
「演習」･･･主として学生が発表する授業。
　　　　　「特論」「講読」「実習」「コミュニケーション」などがこれに含まれる。
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Q,どんな研究をするのですか？

「凡人 Arthur Rimbaud ――魂の麻酔薬、見者の視線――」　　　
見透かされている……Rimbaud（以下、ランボー）の詩と出会った時の印象です。
恐怖を纏った驚き。ランボーはフランス人で、19世紀後半の詩人です。彼の詩に
は、僕が感じていた苦しみや悲しみがまざまざと言葉で語られていました。それか
ら、詩人は時代を超えた良き人生の師となり、相談相手となりました。その苦境か
ら抜け出し前へ歩み出せたランボー。なぜ、できたのか。どうやって乗り越えたの
か。何が彼を前へと動かしたのか。彼は何を思い生きていたのか。詩人の行動、そ
の裏に潜む感情、それを抱かせた彼の心の本質を探ることは、自分を知ることにつ
ながっていました。ランボーの心の考察は、僕の心を鍛え磨き広げることでもあり、
卒論テーマにしました。　　　　　　　　　　　　　　　　

何のために学ぶのか。それは、たった一度の人生をより楽しく生きるためです。そ
のために、洗練された知性と感覚を身につけ心を鍛え磨き広げる、そんな場所で
す。授業では、フランスについて総合的に学んでいきます。具体的には、言語のほ
か、文学や思想、歴史などの少し堅いと思われがちなものから、料理、音楽、ファッ
ションなど比較的身近に感じられるものまで、内容は多岐に渡っています。自分の
中にある考えや文化とは違うそれに触れるだけでも十分楽しいことですが、魅力
溢れるフランスを取り込んでいくことで自分の心が磨かれ、濃く深く広くなってい
く、そんな感覚を味わえます。　　　　　　　　　　　　　　　　

『フランス語 冠詞の話』鷲尾 猛/大学書林　　　　　　　　　　　　　　
卒論のテーマに悩んでいたとき、師匠の森本英夫先生から「冠詞やれ、冠詞！」といわ
れ、紹介されたのがこの本。世界のフランス語研究史のなかでもすこぶるユニークな
鷲尾理論は、今でも大層魅力的です。(福島 祥行　准教授)　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

『馬車が買いたい！ ――19世紀パリ・イマジネール』鹿島 茂/白水社
仏文学に現れた「馬車」を、単なる乗物ではなく、「すぐれて階級的な文化であったフラ
ンス文化の特質をもっとも端的に表わしている事物」と喝破し、文化・文学研究の醍醐
味をおしえてくれる本。ほかのテーマ研究の参考にもなります。(福島 祥行　准教授)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『フランス文化演習』ピエール･ラヴェル　教授　　　　　　　　　　　　　
比較文明の方法を用いて、世界観、人生観のもととなる宗教、家族制度、政治史を取り
上げ、フランス文化について論じる。フランス文化の特徴、主として思想や芸術の観点
から明らかにするが、フランスには限定しない。他の西洋の国々や日本などとの比較
も行なう予定である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

「文化的多様性による欧州統合の展望とドイツの役割」　　　　　
私の場合、授業を受ける中で文化に興味が生じ、なかでも現在進行中の事柄を
分析したいと思うようになりました。そこで新聞やニュースを調べ、ヨーロッパで
欧州連合による国際協力が進んでいることを知りました。ドイツはこの欧州連合
の主要メンバーで、戦後補償と平和構築への取り組みという点で、ヨーロッパで
のドイツの例はアジアでの日本の取り組みの参考になると思い、このテーマに決
定しました。直接欧州連合を取り上げる授業はなかったものの、文学作品に表れ
る概念や作家の精神性、比較分析の手法など個々の授業で扱った課題や理論は
テーマを越えて論文執筆に応用できます。もちろんドイツ語の文献を読む際の
読解力は今までに鍛えてきたものです。　　

ドイツ言語文化コースでは、ドイツ語圏での諸現象を学びます。これはドイツに
限らずオーストリアやスイスも含み、歴史的には中欧、ハプスブルク帝国、神聖
ローマ帝国にも及びます。基本は「言語」（正書法の成立、ドイツ語によるコミュニ
ケーション…）、「文化」（世紀転換期のウィーン、ルターの宗教改革、ワーグナーの
オペラ…）、「文学」（ニーチェ、カフカ、シュティフター、エンデ…）の三分野です
が、このように哲学、芸術、言語学、児童文学など、授業内容は多岐にわたります。
また、語学力習得を最重要課題に掲げ、テキストの精読とネイティヴによる会話
の授業を通じて、ドイツ語の読解力及びコミュニケーション能力の向上に努めま
す。　　　　　　　　

『ツァラトゥストラはこう言った』ニーチェ/岩波文庫　　　　　　　　　　
表記の『ツァラトゥストラはこう言った』をはじめとして、ドイツの思想家ニーチェ
の著作のどれもが、「あらゆる価値の価値転換」を惹き起こす起爆剤のような本
でした。(寺井 俊正　教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

『若きウェルテルの悩み』ゲーテ/岩波文庫　　　　　　　　　　　　　　
情熱的な青年の適わぬ恋の苦悩と挫折を描いたこの小説は、青春の文学の世界
的な古典です。同時に、ゲーテや広くドイツ文学の世界の清新な風を吹き寄せて
くれることでしょう。(寺井 俊正　教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

「詩の言語性」
私の卒業論文の研究テーマは詩の言語性についてです。詩の構成要件について
考察するとともに、詩が持ちうる意味の限界性について探るのが、研究の主な方
向性です。当初はソシュール言語学やロシア・フォルマリズム（文学批評の一
種）、ヤコブソンが捉えた詩という概念を、北村透や西郷竹彦など現代の研究者
の視点から捉えなおし、詩の言語性について理解しようと考えていました。しか
し、研究を進めた中で詩の作者、読者が持つ視点について新たな興味を持った
ため、これを中心テーマに据え直すかもしれません。私がこの卒論テーマに決定
した理由は、私自身が詩作を好むからです。このように、自分の趣味や興味をそ
のまま卒業論文に転化しやすいのが、言語情報コースの特徴です。　　　　　

一見堅苦しい名前ですが、言葉について研究するコースなので、コース名から感
じられるほどの難解さはありません。「ことば」に関係あるものなら全て研究の対
象になるので、非常に幅広い研究をしていると言えます。言語獲得・言語比較・日
常会話の言語表現など、他言語と日本語についての比較だけでなく、日本語自体
の研究もあります。卒論のテーマも、「幼児等の言語獲得についての研究」や「外
国語教育法の研究」「方言について」「漫画に見る記号性・言語性」などの研究が
あり、テーマ選びに柔軟性が見て取れると思います。言葉についての感性が鋭い
方、言葉とは何かを考えたい方には適したコースだと思います。　　　　　　　
　　　　　　　　　

『言語応用論演習Ⅱ』田中 一彦　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　
日常生活において、｢ことば｣を使って情報伝達を行うとき、文字通りの意味の理解だけ
では話し手が何を伝えようとしているのか解らない場合が多い。本演習では、話しての
発話の裏に隠された｢言外の意味｣を聞き手はいかにして解釈する事ができるのかを、
受講生自らが具体的な日本語や英語のデータを分析、発表することを通して考察する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

『新しい聞き手の文法』安井 稔/大修館書店　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学部を終える年(1978)に出版された本であり、言葉の研究のおもしろさを実感させてく
れる本です。本書の内容の確かさは現在も不変です。(関 茂樹　教授)　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

「ラーメンズのコントにおける笑い」
ラーメンズは30代の男性2人組で、舞台を中心に活躍しています。私は「コント＝
芸人が体をはって笑いを誘うもの」と思っていましたが、彼らは大げさな身振りも
根性ネタも使わず、お笑いというよりは演劇に近いスタンスで笑いを取っていま
した。小道具やセットの代わりにパントマイムで観客の想像力を刺激する点も、
私にはかっこよく感じられました。他の芸人との違い、影響を受けた要素、ラーメ
ンズコントの傾向、演劇とお笑いの境界線について考えたいと思い、このテーマ
を選びました。表現文化コースでは、時代や地域を問わず、自分の「好きなこと」
に対して学問的にアプローチすることが可能です。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

「何を学べるか」という受身の姿勢より「何を学びたいか」という積極的な姿勢が
求められます。「表現」とは人間のものの見方、感じ方の表れです。芸術、芸能、流
行が現代やその地域の「文化」においてどういう影響を受け、また与えているの
かを考察するコースです。基礎としては、英語の広告論の文献を学生が分担して
訳す講読、文化理論といって映画・テレビ・音楽への切り口を紹介する講義が挙
げられます。応用としては、具体的な作品や事象を分析します。例えば「リメイク」
に関する授業では、映画(『Shall we ダンス？』『ゴジラ』『リング』の日米版など)を
比較し、時代背景や演出の変化、作品に流れる普遍的なテーマについて考えま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　

『ベンヤミン・コレクション１ 近代の意味』ヴァルター・ベンヤミン/筑摩書房
この本の中のエッセイに出会ったのは大学の2回か3回生のころだったはず。言
語哲学から芸術論、旅のエッセイから19世紀パリの歴史研究までじつに幅広い
領域を横断しつつ、自らの同時代に鋭利な批評的眼差しを注ぎ続けた知性の格
好良さに魅了されました。(海老根 剛　准教授)　　　　　　　　　　　　　　

『寺山修司名言集』寺山修司/PARCO出版　　　　　　　　　　　　　　　　
詩人・劇作家の寺山修司は、既存の芸術や社会・学問のあり方に対して、疑問を
投げかけ続けた人です。彼が残した言葉の数々はあなたを知的冒険の旅へと
誘ってくれます。大学は冒険者のための刺激に満ちたワンダーランドなのです。
(三上 雅子　教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『表現文化特論Ⅰ』三上 雅子　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日常会話の中で、｢パフォーマンス｣という語を深く意識せずに使う。｢パフォーマンス｣
は、狭い意味ではステージでの演技等の表現行為を指すが、より広い意味では人間
の生活全般において見られる行為である。芸術表現だけでなく、祭りや日常生活にも
見られる｢パフォーマンス｣の意味を探る。　　　　　　　　　　　　　

『橋渡し英文法』毛利可信/大修館書店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

言葉の仕組みについて、わかりやすい説明がなされています。明快な記述スタイルは、
理屈好きな学生には特にお勧めです。(関 茂樹　教授)　　　　　　　　　　　　　
　　　　

『ドイツ文学演習Ⅰ』寺井 俊正　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　
テクストは初期表現主義の詩人ゲオルク･ハイム（1887－1912）の短編二編、『解剖』
と『ヨナータン』。ハイム文学の本領は叙事詩にあるが、散文においても不気味でグロ
テスクな幻想を繰り広げた特異な作品を残しており、その表現様式は20世紀の新し
い様式を切り開いたものとして高い評価を受けている。この様式的特性にも留意しな
がら精読する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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『世界史演習』　早瀬 晋三　教授
古今東西｢メディア｣が社会に与えた影響は大きい。社会史研究の重要性が指摘される
中、史料的価値が高いといわれるメディアについてその問題点を考える。｢帝国｣日本と
｢メディア｣の関係を学んだ後、受講生が｢メディア｣と歴史研究を意識して専門書を選
び書評を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

「スペイン植民地時代アンデスにおけるスペイン人聖職者について」
そもそも私が歴史を学ぼうと思ったきっかけは、いわゆる「古代アンデス文明の
ミステリー」でした。しかし大学で勉強するうちに、更に広い範囲のこと、アンデス
史全般、またそれに絡んでスペイン史についても勉強する必要があると気付きま
した。勉強を進めて更に色々なことを知っていくうちに、面白いのはミステリーだ
けではないと気付いたのがテーマを決めた理由です。「よく考えたらおかしい、実
際はどうなっていたのだろう」ということに惹かれていきました。まったくミステ
リーからかけ離れていますが、同じくらいワクワクして勉強しています。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

このコースは中で東洋史と西洋史に分かれています。1、2回生で「歴史とはなに
か」や、4年間勉強する上で大前提となる基本を学びます。講読の授業では、初め
は与えられた論文を、次は自分で探した論文をまとめて発表するという、理解す
る力・考察する力を身につける非常に重要な作業を行います。また、講義を通し
て「歴史を研究する」とはどういうことなのかを学びます。3回生からは自分の興
味のあるテーマをある程度絞り、基本的な知識を学びながら、演習などで特に考
察する力に磨きをかけていきます。そして4回生では幾度かの卒業論文演習で先
生方や院生の先輩方にご指導いただきながら、自分の論文をまとめあげていき
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

『ハーメルンの笛吹き男――伝説とその世界』阿部謹也/筑摩書房（ちくま文庫）
「ハーメルンの笛吹き男」という童話の背後に、子供の失踪と賤民の存在を探り
当てた名著。出版直後に読み、西欧中世における賤民という研究課題に出会いま
した。(大黒 俊二 教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

『思想のドラマトゥルギー』林達夫・久野収/平凡社（平凡社ライブラリー）
広大な学識と精神の自由な動きのまれに見る結合。対話形式で古今東西の知を
語っています。読み返すたびに自分の頭の堅さ、胃袋の小ささを痛感させられま
す。(大黒 俊二　教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

「パターナリズム」
私が現在、卒業論文として取り組んでいるテーマは、「パターナリズム」といわれ
る考え方についてです。簡単に説明しますと、この考えは「相手のためになること
ならば、その人の意志に反していても、強制することは許される」とするもので
す。個人の自由や自律が最も尊重される現代では、この「パターナリズム」は否定
され、治療を患者自身の同意のもとに行うべきだとする「インフォームド・コンセ
ント」が支持されています。しかし、患者のためになるなら同意を得ずに医者が治
療を行うことや、親が子供の幸せを考えて進路を定めてやることは、ある程度必
要ではないのか？と疑問を感じ、一般的には否定される「パターナリズム」は本当
に正当化できないかどうか、研究しています。　　　　　　　　　　　　　　　

倫理・宗教コースには、倫理学や宗教学などを専門とする教授がいます。この
コースでは、ソクラテスやプラトン、アリストテレスなどの思想を通して「正義」と
は何かを考えたり、高校でも取り上げられるホッブズやルソーの思想を学んだり
することができます。また、仏教やキリスト教などについて哲学の立場から勉強し
直すことは、新しい発見があって面白いはずです。現在マスメディアでも話題と
なる「インフォームド・コンセント」がなぜ哲学的に正当なのか、また「心と身体の
関係」についても、このコースで学ぶことができます。このコースでは、講義や外
国語文献を使った授業も豊富で、しかも少人数なため、疑問点の解消など十分な
指導を受けることができると実感しています。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

『宗教学演習・講読Ⅰ』　仲原 孝　教授　　　　　　　　　　　　　　　　
宗教学・宗教哲学の基礎的文献を可能な限り外国語の原書で講読する。今回はハイ
デガーの『存在と時間』を対象として、ドイツ語を読める受講者はドイツ語原文の読解
を求め、それ以外の受講者には邦訳による研究的読解を求める。　　　

『死に至る病』セイレン・キルケゴール/岩波書店（岩波文庫：齋藤信治訳）
出会いは大学2回生の頃。難しい内容でしたが、人間の心の闇に光を当てて、キリ
スト教信仰のあるべき姿に求心的に迫って行く手法に、衝撃と感銘を覚えまし
た。(高梨 友宏　准教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

『判断力批判』イマヌエル・カント/岩波書店（全集版：牧野英二訳）　　　
認識論と実践哲学という哲学の二大領域を媒介する壮大な構想は今も新鮮で、
美、芸術、自然、神の問題を関連づけて考えようとする人への永遠のアルファであ
りオメガです。(高梨 友宏　准教授)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

「デイヴィドソンの心の哲学～心理物理法則の不可能性の議論を中心に～」
私は卒業論文のテーマとして「心身問題」を取り上げました。心身問題とは「心と
身体・心と物との関係はどのようなものなのか？」という問題です。私が心身問題
を取り上げたのは、以前から「人間は本当に自由なのか？」という問題意識が
あったからです。私は授業で古代から現代までの哲学の歴史を学び、この問題
意識が心身問題と強く結びついていることを知りました。もし心が物にすぎない
のなら、私たちの心や行為は物理法則によって支配されている。そうだとする
と、私たちは自由ではないのではないか。多くの哲学者はこのように考え、心身
問題を論じてきました。私もこのような観点から心身問題を論じることによって、
人間の自由の解明を試みました。 　　　

哲学・哲学史コースでは、まず、存在に関する探究である存在論、知識に関する
探求である認識論、推論に関する探究である論理学などの哲学の基礎的分野を
学ぶことができます。また、ソクラテス・プラトン・アリストテレスなどの古代哲学
からロック・カントなどの近代哲学を経て、ハイデガー・サルトル・ウィトゲンシュ
タインなどの現代哲学に至る西洋哲学全体の歴史を学ぶことができます。さら
に、心の哲学・科学哲学・言語哲学など論理分析や言語分析を基礎とする現代
英米哲学と専門とするスタッフ、そして、美的経験や芸術を研究する美学を専門
とするスタッフが充実していることが他大学にはない本学・本コースの特徴で
あり、それらの分野を重点的に学ぶことができます。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『哲学演習・講読Ⅰ』　中才 敏郎　教授　　　　　　　　　　　　　　　　
哲学の基本問題（認識論、存在論など）を原典の講読を通して習得する。本年度は18
世紀の哲学を代表する哲学者の一人デイヴィッド・ヒュームの著作｢人間本性論｣を
読み、その哲学について研究する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

『ツァラトゥストラ』ニーチェ/中央公論新社　　　　　　　　　　　　　
高校生の時、そもそも物書きになりたいと思った最初のきっかけを与えてくれた
のがこの本でした。ある意味では、「哲学」をするためには、この本の呪縛から解
き放たれることも必要でした。(中才 敏郎　教授)　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

『方法序説』デカルト/中央公論新社　　　　　　　　　　　　　　　　　
この本は、「良識はこの世で最も公平に配分されている」という言葉で始まりま
す。これほどやさしく書かれていて、しかも本格的な哲学の書物は他に思い当た
りません。必要なのは「良識」だけです。　(中才 敏郎　教授)　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

「古代国家と神との関係」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
テーマはまだはっきりしていませんが、古代国家と神との関係を、特に神社を中
心に考えようと思っています。私は寺社や遺跡を訪れるのが好きです。だから自
分の好きなことを深く勉強したいと思ったので、日本史コースに進むことにしまし
た。2,3回生の間に様々な時代の授業を受けて勉強するうちに、それぞれの楽しさ
や難しさを感じ、卒業論文のテーマを決めるにあたって悩んでいました。しかし、
やはり自分が好きなことをテーマにしようと思い、このテーマに決めました。史料
を読み進めていくことなどはやはり難しいですが、自分の興味のあることなので
面白いです。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本史コースで学ぶことは高校までの日本史とは異なります。年号や出来事をた
だ暗記するのではなく、教科書に載っているような「常識」とされていることを「本
当かな？」と疑い、研究していきます。最終的には卒業論文をどの時代のどんな
テーマで書くか決定する、ということを目標に、2回生から学年が上がるごとにス
テップアップしていくような授業の構成になっています。具体的には、各時代の先
生による授業を受け、自分の立てた課題についてみんなで一緒に考えたりする
授業があります。今まで自分の思っていた「暗記科目の日本史」とはひと味違う日
本史を学ぶことができますよ。　　　　　　　　　　　　　

『歴史評論』261号「特集：水平社・日農創立50周年」歴史科学協議会編集/校

倉書房　　　高校2年生の時に購入した歴史の学会誌で、そこには鈴木良・三浦圭
一・真岡二郎氏らの研究史が載っていました。その後大学で近世史を学びます
が、この号に載った論文がこの分野の本格的な進展だったことを知り、不思議な
感を持ったことを記憶しています。(塚田 孝 教授)　     　　　　　　　　　　　

『鎖国と開国』 山口啓二/岩波書店（岩波現代文庫）
本書は幕藩体制社会の成立・構造・展開・解体の全体像を描いたものです。また、

「梅津政景日記」の編纂や、東松山市史編纂の中で史料から掴み出してきた論点
や史実が豊富に盛り込まれています。史料から具体的な歴史像を描き出す醍醐
味を味わえる一冊でもあります。(塚田 孝 教授)　　　　　　　　　　　　　　

『日本史特講Ⅲ』　仁木 宏　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中世における守護所・城下町の形成の過程を具体的に追及するとともに、その歴史的
意義を解明する。あわせて、織豊期城下町への展開を考察することで、中世社会や日
本の都市史についての新しい見方を学ぶ。また、具体的な史料にもとづいて歴史像を
描く方法を修得させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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「現代の若者」
社会学はテーマが広いがゆえに、テーマ選定に苦労する人が多いようです。私は
現代の若者論をしたいと思っていますが、詳細はこれからです。希薄といわれて
いる若者の人間関係ですが、若者が人間関係においてどのような意識を持って
いるのか。なぜ、若者の人間関係は希薄と見られるのか。そういった点に興味が
あります。今は、携帯電話や教育環境の変化など、どういった点から人間関係を切
り取るかを考えています。ちなみに、若者とは、何歳から何歳までのことだと思い
ますか？実はこの定義からして人によって違うのです。そういう曖昧なところを定
義して、自分なりの仮説を構築し、データや資料に基づいて分析していくのが社
会学です。

社会学コースでは現代社会の諸現象がなぜ起こっているのか、理論を組み立て
て探求します。2回生では、社会学の考え方や基礎的な理論を身につけます。3回
生では、あるテーマを共同で研究し、報告書を作成するという社会学実習に取り
組みます。4回生ではこれまでの知識をもとに卒業論文を書きます。随時ある演
習という少人数の授業では、社会学に関する論文を読んで意見交換を行います。
気になったテーマの演習に参加することで、そのテーマについて詳しく知ること
ができます。幅広い興味・関心・知識を持っている人、何かこだわりがある人はこ
のコースに向いているといえるでしょう。 

『社会学実習Ⅰa』土屋 礼子　教授
これまでに学んだ理論や方法を活かし、具体的にフィールドとテーマを設定して、調
査を実施し、報告書を作成する。調書全体の企画から、管理運営、仮説の設定、調査方
法の検討、調査項目の設定、調査の設計と実施、調査データの分析、報告書の作成と
いう一連の過程を実習することによって、社会調査の理論と技法を身につけることが
目的であり、質的調査（インタビュー調査）の実施までを行う。　
　　

Gender advertisements, Erving Goffman/Macmillan 
この本に出会ったのは、大学2回生のときです。広告の記号論がまだ目新しかっ
た頃で、この本をきっかけに卒業論文のテーマを選び、さらに大学院進学の道を
選びました。(石田 佐恵子 教授)

『ムーたち１・２』榎本俊二/講談社
社会学では、自分と他者を相対化して眺める視点の重要性が強調されます。この
本に登場する「セカンド自己」「サード自己」という概念は、まさしく実践的な社会
学そのものだと思います。(石田 佐恵子 教授)

「学級運営と学力の質の関係」
テーマは「学級運営と学力の質の関係」です。昨年の小学校へのボランティアで
の出会いがきっかけです。ある女の子は、おとなしく、休み時間も一人でいること
の多い子でした。しかしそんな彼女が、クラスの取り組みの中で明らかに変化し
ました。取り組みというのは、グループ学習や運動会、学芸会の練習です。そうし
た活動の中で彼女の良さを他の児童が実感し、少しずつですが確実に彼女が自
信を持ち活発になる姿を見ることができました。その姿に私は感動しました。だ
から、クラスの友達が自分のことを認めてくれ、先生一人ひとりを見てくれて「自
分って大事な存在なんだ」ということが実感できれば、子どもの学力は必ず上が
る、ということを証明したいと考えています。

「世界の教育制度・文化」、「生徒指導」、「教育史」、「良い授業とは」など、色々な角
度から教育を学びます。自分が受けてきた教育も思い出しつつ、重視されてきた
事、今必要な事を考えます。発表や討論の授業が多く、色々な考え方を知ることで
自分の考え方を広げることができます。また、答えのない問いを皆で議論する講
義が多く、とても楽しいです。実際に教育現場に行って子どもと触れ合い、実践と
理論をつなげて考える力もつきます。教育学コースに進むと教育の仕事に就くと
思われがちですが、実際は少数派です。中には教育関係に近い企業を選ぶ人も
います。卒業生には教師になった方もいるので、教師を目指す人も、就職を考え
ている人も、教育学を学んでみると楽しいですよ。

『教育学実習』添田 晴雄　准教授
教育実践現場を経験するために、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する。そして教育の現場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、その経験を教育学的に意義つけるた
め発表・討論を行い、レポート作成を課する。

『学校と社会』ジョン・デューイ（宮原誠一訳）/岩波書店（岩波文庫）
大学2回生の夏休みに、ESSの仲間に呼びかけて、この本の原典（英語）をテキス
トにして英語で自主ゼミを開きました。当時格闘したフレーズが今でも役立って
います。(添田 晴雄　准教授)

『「学び」の復権―模倣と習熟―』辻本雅史/角川書店
日本人の学習文化の特質を、手習塾（寺子屋）での学習実態や貝原益軒の思想を
手がかりに考察し、それを公文式学習といった現在の学習文化と関連させて論述
しています。(添田 晴雄　准教授)

「京都市伏見区大手筋商店街における商業振興とまちづくり」
具体的に言えば、商店街の活性化とその地域コミュニティにおける活用方法を
調査し、現代社会における商店街の存在意義を見出そうとするものです。決め
た理由は3つあります。まず、2回生での野外調査実習でフィールドワークに赴
き、商業地の変遷を自分の目で観察することができたからだと思います。次に、3
回生の演習で常に商業に関する論文を読み、その中で商店街とまちの成り立ち
やまちづくりとの関係に関心を持つようになったからです。最後に、ショッピング
モール等の大型店ではなく商店街を対象にしたのも、その形態が無機的ではな
く、生活感に溢れていると私自身が感じているからです。

高校までに皆さんが学習してきた統計や地形などを機械的に暗記する｢地理｣
とは違い、大学で学ぶ｢地理学｣は、地球上における人間の多様な活動を研究対
象にしています。地理学と言うだけあって、地図は研究に不可欠です。地図から
情報を読み取ったり、調査結果などを地図上に示したり、地図を作製したりと、
様々な場面で必要となってきます。地理学では日常生活の表面で起こっている
ことはもちろん、その現象や活動の背景など、内面にまで着目します。身近で起
こっている小さな出来事も、｢地理学｣というフィルターを通してみれば、意外な
真実に気付かされるかもしれません。

『薔薇の名前』ウンベルト・エーコ/東京創元社
主人公のウィリアムとアドソの二人は現代からタイムマシーンに乗って中世ヨー
ロッパへ迷い込んだかのようです。迷宮図書館も圧巻。世界地図の形の本が配架
されているのは叡智と空間が接続されているかのようです。(森 洋久　准教授)

『カッコウはコンピュータに卵を産む』クリフォード・C・ストール/草思社
みなさんが今は知らないインターネットの黎明期のドキュメンタリー。これを読
まずして現代のメディアを語れません。(森 洋久　准教授)

『地理学野外調査実習Ⅱ』大場 茂明　教授
3泊4日程度の現地調査を行い、その結果を整理、分析、公表　するプロセスを習得す
る。受講生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、観察などを実施する予定である。個人またはグループで現地
調査の実施、収集した資料の整理と分析、成果報告書の作成をする。

「説明責任による意見変容」
2回生の実験演習と社会心理学特論という授業で他者から受ける影響というもの
に興味を持ち、3回生になってから社会心理学のゼミに進みました。3回生になっ
た当初は他者から受ける影響について学びたいと漠然と考えていただけでした
が、海外の文献を読み進めて行くうちに、このテーマに出会いました。そして、そ
れに関する研究があまり行われていなかったというのも理由の一つです。実験の
結果は満足な結果を得ることは出来ませんでしたが、自分で考え、実験を行い、
自分の力で論文を書き上げたということについては非常に有意義であったと思
います。　　　

学習、社会、性格、生理といった側面から人の心を科学的に研究します。2回生の
うちに心理学全般の初歩的な実験を一通り経験し、3回生時に前述の4分野の中
から進むゼミを決めます。3,4回生は国内や海外の論文を読みながら実際に自分
で実験・調査を計画、実行します。4つのゼミは似たことを研究する場合もありま
すが、分野的に離れているのでゼミによって学べることも違います。自分がやって
いることと違う分野であっても、その分野の研究のエッセンスを詰め込んだ特論
の授業で概略を学び視野を広げることもできます。また、実験心理学の考え方に
必要な統計学や研究法を学びます。心理学は文系的な側面を持つ一方で、自然
科学的な方法論や考え方も要求されるので、非常に幅広い考え方が身につきま
す。

『心理学実験演習Ⅱ』川邊 光一　講師
心理学の基礎的な研究法を理解・習得するために、代表的な実験・調査を取り上げ、
それらの実験方法、データ獲得の手順、結果の統計的な処理方法などを学ぶ。またそ
れらを通じて科学的なものの考え方への導入を図る。

『脳と記憶―その心理学と生理学（ブレインサイエンスシリーズ 4） 』二木宏明/共立出版
卒論執筆時にこの本を何度も読み直しました。20年ほど前に出版された少々古
い本ですが、その内容は現在の記憶研究の基礎とされるものばかりです。平易な
文章なので、記憶研究や脳科学の入門書としても適しています。(川邊 光一　講
師)

『新・脳の探検(上・下)』ブルーム, F.E.（中村克樹・久保田 競　監訳）/講談社ブルーバックス
脳・神経系の構造・機能や、種々の精神機能と脳の関係について概説された神経
科学の入門書です。多様な内容がわかりやすく解説されているのと同時に、多彩
なイラストも理解を助けるのに役立っています。(川邊 光一　講師)   
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 Occitanie: Histoire politique et culturelle, Institut 

d'E'tudes Occitanes, 2004

津川 廣行（ツガワ ヒロユキ）教授
ジイド、ヴァレリー、プルースト、クローデルを中心とした
フランス20世紀小説およそび思想、フランス音楽論
『象徴主義以後――ジイド、ヴァレリー、プルースト』駿

河台出版社、2006

福島 祥行（フクシマ ヨシユキ）准教授
コミュニケーション研究、フランス言語学、現代フランス
社会研究、コンピュータを用いた仏語教育方法論、劇場
論

■言語情報コース

衣笠 忠司（キヌガサ タダシ）教授
日英比較を中心とした言語構造分析および言語情報（コ
ーパス）に基づく語法研究
『語法研究と言語情報』英宝社、1998

関 茂樹（セキ シゲキ）教授
言語にみられる形式と意味との対応関係を機能的観点
から研究
『英語指定文の構造と意味』開拓社、2001

井狩 幸男（イカリ ユキオ）准教授
乳幼児の母語獲得のメカニズムの研究、およびその成果
の第二言語習得への応用研究

山崎 雅人（ヤマザキ マサト）准教授
アジア比較言語研究、中国音韻論、満州語の研究

田中 一彦（タナカ カズヒコ）准教授
英語と日本語の時制・相に関わる問題（間接話法構文や
時の副詞節中の時制のふるまい方の比較等）

■表現文化コース

荒木 映子（アラキ エイコ）教授
文学・文化理論、表象文化論（特に、世紀末から現代にか
けてる英語圏を中心としたヨーロッパの文化）
『生と死のレトリック』英宝社、1996

三上 雅子（ミカミ マサコ）教授
日本と英米・ヨーロッパ（特にドイツ語圏）表現文化比較、
現代演劇論

野末 紀之（ノズエ ノリユキ）准教授
芸術・メディアを通じての西欧近代の知・感受性の変容、
身体と芸術表現、19世紀末文化論

小田中 章浩（オダナカ アキヒロ）准教授
フランス演劇および西洋演劇に関する比較演劇史的な
研究、演劇的な表現の特色に関する考察

高島 葉子（タカシマ ヨウコ）准教授
比較文化、民間説話・民間伝承（特に妖精伝承）の伝統文
化的研究

海老根 剛（エビネ タケシ）准教授
文化理論、映画を中心とする映像論、現代ドイツ研究

■哲学・哲学史コース

中才 敏郎（ナカサイ トシロウ）教授
論理学を基本とする分析哲学の認識論、心身問題や人格
の同一性などの心の哲学
『心と知識』勁草書房、1995

高梨 友宏（タカナシ トモヒロ）准教授
現象学的美的価値判断、京都学派の芸術論の研究
『美的経験の現象学を超えて』晃洋書房、2001

■倫理・宗教コース

美濃 正（ミノ タダシ）教授
現代英米哲学。特に倫理学、心の哲学、言語哲学、および
科学哲学
『感情とクオリアの謎』（共編著）昭和堂、2008

仲原 孝（ナカハラ タカシ）教授
宗教と哲学の関係。カント、ニーチェ、ハイデガーを中心
とする近現代ドイツの宗教哲学の研究

『「根拠」への探究』シリーズ近代日本の知第5巻（共
著）晃洋書房、2000

土屋 貴志（ツチヤ タカシ）准教授
倫理学、医療倫理学（現代医療に関する倫理的諸問題の
研究）

■日本史コース

栄原 永遠男（サカエハラ トワオ）教授
古代の租税や物資・交易などの経済史、国家仏教の実態

（正倉院文書の分析を通じて）教授
『奈良時代写経史研究』塙書房、2003

塚田 孝（ツカダ タカシ）教授
近世（江戸時代）の巨大都市である江戸や大坂のの民衆
生活のあり方（都市法政、蔵屋敷、遊女、目明かし等）、和
泉地域の寺院社会史
『歴史のなかの大坂』岩波書店、2002

仁木 宏（ニキ ヒロシ）准教授
中世～近世初頭の近畿地方を中心とする、都市や村落の
歴史（京都、寺内町、城下町など）教授
『戦国時代、村と町のかたち』山川出版社、2004

岸本 直文（キシモト ナオフミ）准教授
前方後円墳を中心とする古墳および副葬品による古墳
時代の政治・社会史

■世界史コース

中村 圭爾（ナカムラ ケイジ）教授
中国の三国・南北朝時代の政治・社会史（特に貴族制の
分析）、金石・考古資料を活用した研究
『六朝江南地域史研究』汲古書院、2006

井上 徹（イノウエ トオル）教授
中国近世・近代史。宗教、民族、宗教を中心とする社会史
『中国の宗族と国家の礼制』研文出版、2000

早瀬 晋三（ハヤセ シンゾウ）教授
海域東南アジアの歴史（海洋民や小民族）、フィリピン・日
本関係史
『海域イスラーム社会の歴史』岩波書店、2003

平田 茂樹（ヒラタ シゲキ）准教授
中国近世史（科挙・官僚制を中心とする政治構造の歴史）

究
『障害児授業実践の教授学的研究』大学教育出版、

2006

添田 晴雄（ソエダ ハルオ）准教授
比較教育文化史、教育・学習における話すことと聞くこと
の研究、いじめ問題の国際比較研究
『世界のいじめ』金子書房、1998

■地理学コース

山野 正彦（ヤマノ マサヒコ）教授
文化地理学、景観論と地理思想の研究
『ドイツ景観論の生成』古今書院、1998

大場 茂明（オオバ シゲアキ）教授
日本・ドイツにおける都市政策の比較研究（土地・住宅政
策、都市開発・再開発事業、居住形態の地域比較等）
『近代ドイツの市街地形成』ミネルヴァ書房、2003

水内 俊雄（ミズウチ トシオ）教授（兼担）
都市の社会問題・住宅問題の現状や歴史的経緯につい
ての社会、福祉の地理学的研究
『モダン都市の系譜』（共著）ナカニシヤ出版、2008

山崎 孝史（ヤマザキ タカシ）教授
グローバリゼーションや国際情勢の変化に対する地域社
会の政治的反応。沖縄の政治地理学的研究

森 洋久（モリ ヒロヒサ）准教授
博物館工学、地理情報システム

■国語国文学コース

村田 正博（ムラタ マサヒロ）教授
古代の文学者（人麻呂や家持ら）は詩歌にどんな志を託
したか、我々はいかにそれを受け取るか
『萬葉の歌人とその表現』清文堂、2003

丹羽 哲也（ニワ テツヤ）教授
現代語の意味と文法。日常我々が使っていることばがい
かなる体系と豊かさを持ち、それが変化してきたか
『日本語の題目文』和泉書院、2006

小林 直樹（コバヤシ ナオキ）教授
中世の説話と説話集の研究。作品世界とその背景をなす
文化的基盤
『中世説話集とその基盤』和泉書院、2004

久堀 裕朗（クボリ ヒロアキ）准教授
近世文学、主に人形浄瑠璃史の研究

■中国学コース

山口 久和（ヤマグチ ヒサカズ）教授
明清時代を中心とする中国近世思想史
『章学誠の知識論』創文社、1998

齋藤 茂（サイトウ シゲル）教授
唐宋文学を中心とした中国古典文学
『妓女と中国文人』東方書店、2000

松浦 恆雄（マツウラ ツネオ）教授
19世紀末以降の中国近現代文学、および演劇
『中国二〇世紀文学を学ぶ人のために』（編著）世界思

想社、2003

岩本 真理（イワモト マリ）准教授

『科挙と官僚制』山川出版社、1997

井上 浩一（イノウエ コウイチ）教授
ビザンツ帝国（東ローマ帝国）の政治と社会（皇帝・貴族
から農民・市民にいたる諸階層が織りなす歴史）
『ビザンツとスラヴ』中央公論新社、1998

大黒 俊二（オオグロ シュンジ）教授
中世・ルネサンス期のイタリアおよび地中海世界の社会
史、経済史
『嘘と貪欲』名古屋大学出版会、2006

■社会学コース

谷 富夫（タニ トミオ）教授
都市社会学、民族関係論（大都市圏の民族関係に関する
地域研究・生活史研究）、宗教社会学
『民族関係における結合と分離』（編著）ミネルヴァ書

房、2002

進藤 雄三（シンドウ ユウゾウ）教授
理論社会学、医療社会学（ポストモダン論、医療専門職
論）
『近代性論再考：パーソンズ理論の射程』世界思想社、

2006

土屋 礼子（ツチヤ レイコ）教授
メディア論、歴史社会学（プロパガンダ研究、大衆ジャー
ナリズム、視覚メディアの歴史）
『大衆紙の源流』世界思想社、2002

石田 佐恵子（イシタ サエコ）教授
現代文化研究（メディア、ジャンル研究）、知識社会学、映
像社会学
『ポスト韓流のメディア社会学』ミネルヴァ書房、2007

■心理学コース

伊藤 正人（イトウ マサト）教授
学習心理学：実験的行動分析、ヒトと動物の意思決定、セ
ルフコントロールと衝動性
『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

池上 知子（イケガミ トモコ）教授
社会心理学：社会的認知、偏見とステレオタイプ、社会的
アイデンティティの国際比較研究
『グラフィック社会心理学』[改訂版]（共著）サイエンス

社、2008

辻本英夫（ツジモト ヒデオ）准教授
性格心理学：性格の構造の分析とその測定、行動の個人
差と性格との関連、心理データ解析法

川辺 光一（カワベ コウイチ）講師
生理心理学：学習・記憶現象の脳内機構、心と身体（脳）、
行動と薬物

■教育学コース

堀内 達夫（ホリウチ タツオ）教授
近代社会の教育、教育と雇用・キャリアの関係、技術・職
業教育の国際比較
『新版　専門高校の国際比較』（編著）法律文化社、

2006

湯浅 恭正（ユアサ タカマサ）教授
特別なニーズ教育、インクルージョン教育、生活指導の研

中国語の語彙、語法史研究。近世から現代に至る変遷、お
よび江戸時代に日本人が学んだ中国語（唐話）との関連
性

張 新民（チョウ シンミン）准教授
現代中国文化論、映画論

大岩本 幸次（オオイワモト コウジ）准教授
近世を中心とした中国語音韻学
『金代字書の研究』東北大学出版会、2007

■英米言語文化コース

瀬戸 賢一（セト ケンイチ）教授
意味論、レトリック論、メタファー論（英語ということばが
実際のコンテクストのなかでどのような意味を持つか）
『よくわかる比喩』研究社、2005

杉井 正史（スギイ マサシ）教授
シェイクスピアの喜劇を中心とするイギリス演劇（上演当
時の政治・宗教との関係）
『シェイクスピア喜劇の隠喩的メッセージ』大阪教育図

書、2000

田中 孝信（タナカ タカノブ）教授
ディケンズを中心とする近現代イギリス文学および文化
『ディケンズのジェンダー観の変遷――中心と周縁と

のせめぎ合い――』音羽書房鶴見書店、2006

古賀 哲男（コガ テツオ）准教授
アメリカの詩およびポストモダン小説。北米の芸術・文化
論

 『ウォレス・スティーブンズ』世界思想社、2007

Ian Murray RICHARDS（イアン マレー リチャ
ーズ）准教授
英語圏の文化研究（ことばと文化の関係）

 Dark Sneaks in: Essays on the Short Fiction of Janet 
Frame, Lonely Arts, 2004

岩田 彩志（イワタ セイジ）准教授
語彙意味論を中心とした形式と意味の対応に関する研
究。構文文法
 A Lexical Network Approach to Verbal Semantics, 

Kaitakusha, 1998

■ドイツ言語文化コース

寺井 俊正（テライ トシマサ）教授
世紀転換期以降の現代ドイツ文学（特にホフマンスター
ルを中心に、詩・詩論・文学理論など）

神竹 道士（カミタケ ミチオ）教授
16世紀から今日までのドイツ語の変遷および文法理論
の歴史的研究

 Johann Jakob Hemmer und sein Beitrag zur 
Verbreitung der neuhochdeutshen Schriftsprache in der 
Pfalz, Peter Lang Verlag, 1987

Kraus BLEX（クラウス ブレックス）准教授
ドイツ語教授法（DaF）および第二言語習得の研究

 Zur Wirkung mündlicher Fehlerkorrekturen im Fremds-
prachenunterricht auf den Fremdsprachenerwerb, 
Bielefeld, 2001

■フランス言語文化コース

中島 廣子（ナカジマ ヒロコ）教授
19世紀から20世紀の初頭にいたる世紀転換期の文学・
文化。想像力の文学としての幻想文学・SF
『「驚異」の楽園』国書刊行会、1997

Pierre LAVELLE(ピエール ラヴェル)教授

■アジア都市文化学専修（大学院のみ）

高坂 史郎（コウサカ シロウ）教授
日本思想史、近代日本哲学、近世東アジア比較思想史、近
代化論
『近代という躓き』ナカニシヤ出版、1997

中川 眞（ナカガワ シン）教授
東南アジアの民族音楽・舞踏研究、サウンドスケープ論
『平安京　音の宇宙』（新訂版）平凡社、2004

野崎 充彦（ノザキ ミツヒコ）教授
朝鮮半島の都市の生活空間、古典文学および伝統文化
論（民間信仰、風水ほか）
『コリアの不思議世界』平凡社、2003

多和田 裕司（タワダ ヒロシ）教授
アジア諸地域の文化人類学的研究、現代マレーシアにお
けるイスラームと政治
『マレー・イスラームの人類学』ナカニシヤ出版、2005

増田 聡（マスダ サトシ）准教授
ポピュラー音楽研究、文化産業論、著作権論、メディア文
化論
『聴衆をつくる』青土社、2006

■特任教員

■世界史コース

山崎 覚士（ヤマザキ サトシ）特任講師
■教育学コース

細井 克彦（ホソイ カツヒコ）特任教授
高谷 哲也（タカタニ テツヤ）特任講師
■国語国文学コース

尾山 慎（オヤマ シン）特任講師
■ドイツ言語文化コース

広瀬 千一（ヒロセ センイチ）特任教授
高井 絹子（タカイ キヌコ）特任講師
■表現文化コース

浅岡 宣彦（アサオカ ノブヒコ）特任教授
■アジア都市文化学専修

橋爪 紳也（ハシヅメ シンヤ）特任教授（兼
担）

（2008年8月現在）
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第1部 高等学校教諭1種免許状 
 　<地理歴史、公民、国語、中国語、英語、
 　ドイツ語、フランス語>
 中学校教諭1種免許状 
 　<社会、国語、中国語、英語、ドイツ語、
 　フランス語>
 学芸員 <博物館学芸員資格>
 社会調査士
 認定心理士

第2部 高等学校教諭1種免許状 <地理歴史、公民、国語>
 中学校教諭1種免許状 <社会、国語>

大学院 高等学校教諭専修免許状 
 　<地理歴史、公民、国語、中国語、英語、
 　ドイツ語、フランス語>
 中学校教諭専修免許状 
 　<社会、国語、中国語、英語、ドイツ語、
 　フランス語>

京都大学／大阪大学／兵庫教育大学／総合研究大学
国土交通省／法務省／大阪府／和歌山県／豊中市／有田市／川西市／城陽市／大阪市
立中学校／大谷中高等学校／清風南海学園
三菱東京ＵＦＪ銀行／ゆうちょ銀行／泉州銀行／関西アーバン銀行／池田銀行／大阪市
信金／北びわこ農業(協)／大阪信金
東京海上日動火災保険／日本生命保険(相)／第一生命保険(相)
ジュピターテレコム
近鉄百貨店／イオン／阪急百貨店／紀伊國屋書店／千趣会／ヤマダ電機
日本写真印刷／大阪シーリング印刷／大日本印刷／土山印刷
キヤノンソフト情報システム／帝国データバンク／ＴＩＳ／エヌ・ティ・ティ・コムウェア／
ＮＥＣネクサソリューションズ／野村総合研究所／三谷商事／アイル
住友林業
ケイエムジーコーポレーション／公立大学法人和歌山県立医科大学／㈱湘南ゼミナール
／東京個別指導学院

郵便局／かんでんエンジニアリング／ミズノ／NTT西日本／ケイ・オプティコム／アデコ／
リクルートエージェント／松下エクセルスタッフ／ドトールコーヒー／カルチュア・コンビニ
エンス・クラブ／ドッドウエルビー・エム・エス 
福壽堂秀信／ハウス食品
大阪国際空港ターミナル
卑弥呼／ アルバローザジャパン／ミキハウス
三菱重工業／ダイジヱツト工業／京セラミタ／三菱電機／アストラゼネカ／住友化学／
住友電気工業／日本管財／中山製鋼所／ＪＦＥ継手／阪和興業／岡谷鋼機／サンゲツ／
山善／アズワン／大王製紙

大学院
公務員・教員・学芸員

銀行・金融

保険
放送・広告
百貨店・小売
出版・印刷
情報処理・ソフトウェア

住宅

教育
医薬品
その他サービス

食料品

旅行
繊維・アパレル
その他製造

大阪市立大学／京都教育大学／北陸先端科学技術大学／早稲田大学
高知県立美術館／中学講師／高校講師／大学講師／大阪国税局／東京国税局／名古屋
国税局／郵政公社／名古屋市役所／堺市役所／福知山市役所／国立病院機構
三井住友銀行／池田銀行／三井住友カード／三菱東京UFJ銀行／兵庫県信用組合／み
ずほファイナンシャルグループ／ジェー・シー・ビー／山陰合同銀行／関西アーバン銀行
三井住友海上／東京海上日動火災／損害保険ジャパン／住友生命すみれい営業部
ビーワイルド／進研アド／シグナル広告／リード
紀伊國屋書店／イオン／徳岡
集英社／日本写真印刷／大日本印刷
アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ／三菱電機住環境システムズ／紀陽情
報システム
サンゲツ／シード／サンキョウ・エナジー／近鉄不動産／旭化成ホームズ／大林組／住友
不動産販売／インテック
ティエラコム／日本公文教育研究会／イーオン／原塾／成基コミュニティ
田辺製薬／コバショウ
ダスキン／NI帝人商事／西日本高速道路／WIPジャパン／生活共同組合おおさかパルコ
ープ／大阪ガス／JA岸和田／天理教教会本部／春日大社／ゆこゆこ
ネスレ日本／サッポロビール／日清食品／カゴメ／山崎製パン／ヒノマル／テンポス・バ
スターズ／すかいらーくグループ／あきんどスシロー
阪急交通社／名鉄観光サービス
ナルミヤ・インターナショナル／西尾呉服店／第一紡績株式会社／ユニ・チャーム
東レ／村田製作所／松下電工／日本パワーファスニング／デジタルビジョンソリューショ
ン／大八化学工業／富士通中国システムズ／オムロン／リコー関西／三つ星ベルト／日
立製作所／奈良リコー／NEC／三菱重工業／石川島播磨重工業／ダイキン工業／大阪日
産／プラスエス／ノーケン

2007年度

大学院
公務員・教員・学芸員

銀行・金融

保険
放送・広告
百貨店・小売
出版・印刷
情報処理・ソフトウェア

住宅
教育

医薬品
その他サービス

食料品
旅行
繊維・アパレル
その他製造

文学部学生による内定報告会・相談会
の様子です。

就職情報会社の方による実践的なセミ
ナーもあります。

大学院生からの就活・教職をきめた人
の体験談。

現役合格も大丈夫！教採攻略のための
熱いレクチャー。

2008年度

大学に入ったらとりあえず学生
生活を楽しめば良いのですが、
自分の将来についてある程度の
イメージを持つことも大事です。
進路支援チームでは、進路が気
になりだした学生さんたちへの
刺激になれば良いと思って行事
を企画しています!!

文学部では、一般就職活動や教
員採用試験にチャレンジする学
生さんへのサポートを行ってい
ます(教育促進支援機構が担当)。
具体的には、月に一度のペース
で各種セミナーを開き、また毎週
メルマガを発行して有用な情報
を配信しています。

リヨン第3大学・正門、元々はタバコ工場

メルヘンのようなかわいらしい町並み

有田 豊さん

大学の前門

Q,なぜ留学したのです
か？
A,実際に1ヶ月間生活して
みることで、旅行だけでは
わからないドイツの風土
や文化に触れてみたいと
思ったからです。また、現
地でドイツ人と話すこと
で、ドイツ語を上達させ
たいとも思いました。

行き先：ドイツ　ハンブル
ク大学

期　間：1ヶ月
費　用：20万＋飛行機代

20万＋生活費

行き先：フランス、
リヨン第3大学

期　間：1年半
費　用：約150万円

Q,なぜ留学したのですか？
A,卒業論文のテーマとして選んだ
ものがリヨンと深く関わるものだっ
たので、論文執筆の参考になるよう
な資料を現地で探し集め、それらを
読解できるレベルの専門的なフラ
ンス語を身につけようと思ったこと
がきっかけです。

Q,感想は？
A,フランスという国は日本と
全く異なる文化圏なので、留
学中は一日一日がとても新
鮮だったような気がします。
みなさんも大学在学中に、
是非一度は海外の国々を訪
れてみて下さい、きっと視野
が広がりますよ♪

文学部・文学研究科では、さまざまな海外の大学や

研究機関と交流協定をむすんでおり、学生や研究

者の交流がおこなわれています。文学部独自の交

換留学制度（フランス：リヨン第3大学、セルジー・ポ

ントワーズ大学、中国：中山大学）や短期語学研修

制度（フランス：セルジー・ポントワーズ大学、中国：

華東師範大学、イギリス：シェフィールド大学）もあ

り、たくさんの学生が海外の学習を経験していま

す。

（なお、ドイツのハンブルク大学やロシアのサンク

ト・ペテルブルク大学との交流協定が、大阪市立大

学全体とむすばれています）

Q,感想は？
A,やっぱり、行ってみてよかった！　というのが率直な感想。2
週間だと少し短くて、あっという間に過ぎてしまうのが残念
だったけど、これからも中国語の勉強を続けて、日本だけでな
くもっと活動の場を広げられたら……と思いました。

行き先：中国、華東師範大学
期　間：2週間
費　用：約20万

Q,なぜ留学したのですか？
A,もともと留学には興味があっ
たものの、1年間だといろんな
意味で負担が大きいと思って
いたけれども、2週間なら海外
を体験するにはちょうどいいか
と判断したから。また、周りから
の勧めもあり、後押しされた感
じ。

岩原 彩さん

H.Mさん、T.Aさん、N.Oさん、M.FさんH.Mさん、T.Aさん、N.Oさん、M.Fさん

リヨン第3大学
セルジー・ポントワーズ大学・

・インドネシア国立芸術大学ガジャマダ大学文化科学部

華東師範大学・
・中山大学

・中国社会科学院歴史研究所

チュラロンコン大学芸術学部・

ロンドン大学東洋アフリカ学院
シェフィールド大学

・ハンブルク大学
・サンクト・ペテルブルク大学

「恵光」日本文化センター・
・

・

・

・

・



2位 マイノリティ・リポート
3位 硫黄島からの手紙
4位 猟奇的な彼女
5位 となりのトトロ

Q1、バイトはしてる？

Q2、バイトの決め手は？(複数回答可)
■　場所
■　給料
■　時間帯
■　店の雰囲気
■　その他
　（まかない、服装など）

Q3、どんなバイトしてるの？ Q4、部活・サークルは入ってる？
(複数回答可)

Q5、ぶっちゃけ月いくら？

2位 ショップ店員(13人)
3位 イベント、派遣(4人)
下位 医療関係(2人)
 スーパー(1人)

1回生
33人
上回生
39人

はい
 72

いいえ
　46

※118人はアンケートに協力してくれた人の数です。

■　1万円以下　
■　1～2万円
■　2～3万円
■　3～4万円
■　4～5万円
■　5万円以上
■　秘密

■　サークル
■　部活
■　入ってない

(単位：人)

84

71
67

44
8

4325

11

3
14

15
6

11

21

2

お昼休みは12：10～13：00で、友達と
集まってわいわいできる楽しい時間
♪　食堂で食べたり、コンビニで買っ
たり。家からお弁当を持ってくる人も
割と多いよ!!

高校までは1日みっちり授業……しかし、大学では
自分で自由に時間割を組むことができる!!　つま
り、授業のない時間ができちゃうのだ!!　例えば、1
限と3限が授業で、2限に授業なし!!　なんてことも
☆　その授業のない時間を「空きコマ」と呼んでま
す。まさに、Free Time♪

屋外で食べられる、紙パックに入っ
たお弁当☆出来たてで温かく、ボ
リュームもあって大人気!!　たまに
メニューが変わるのも魅力☆

学術情報総合センター（通称：学情）の5
階にはメディア室という場所があり、そ
こでは無料で映画を観ることができる
よ☆　5人以上で利用する場合は個室
を借りることも可能!!

いわゆる部室のこと☆　文化系・音楽
系の中では、ここが活動の拠点になっ
ているサークルや部もあるよ!!　ここ
を見れば部活・サークルの雰囲気がわ
かるので、一度のぞいてみては??

市大名物「学術情報
総合センター!!」生徒
間では「学情」と呼ば
れているよ☆　本の
数も種類も驚くほど
豊富でパソコンなど
も使えるよ!!　一度足
を運んでみよう♪

部活・サークルには大きく分けて運動系・文化系・音楽系
があるよ☆　がっつりやりたい人は部活に、マイペース
にやりたい人はサークルに入るのがお勧め♪

学術情報センターの
中には自習できるス
ペースがたくさん!!テ
スト勉強や、レポート
などの課題をしに来
る学生も多いよ♪

授業時間は1コマ１時間半もあるので、学校
外に出る生徒も多いみたい♪　友達と杉本
町付近のカフェに入ったり、天王寺まで足を
のばして買い物をしたり!!　２コマ以上連続
で空き時間がある人はバイトに行ったりもし
てるよ☆　もちろん部活やサークルの活動
をする人もたくさんいるよ!!

大学生になると色々な面でお金がかかり、バ
イトをする人がとても増えるよ!!　職種も給料
も時間帯も十人十色♪　皆さんにも素敵なバ
イトが見つかるといいですね☆
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おりん：文学部の素敵な所ってどこでしょう？

やっしー：そうですね、自由な所だと思います。文学部って、学問的にも

テーマが限定されてないから、どこのコースを選ぶかによって

は世界中をフィールドにして学べるんじゃないかな。大学で

きっと自分のやりたい事がみつけられる。その点で僕は自由だ

と思います。

キムチ：学部長の谷先生がよく『文学部は文学部で一つの大学』って

おっしゃってますしね。

やっしー：僕はやりたい事が高校時代に見つからなくて、だから余計にそ

ういう自由さに惹かれたかな。

おりん：私もまだ具体的にやりたい事はないんですけど、文学部に入っ

てから視野が広がったなって思います。視点が違ういろんな人

が集まるから、普段の何気ない会話でも全然違う捉え方とか、

考え方があるなって感じるし、自分の考え方がすごく広くなっ

ていくのがわかって良いなって思いますね。

アニキ：ゆいは1年と半年ぐらい文学部で過ごしてきて、こんな事で自

分の可能性が広がったなって思うことあった？

ゆい　：そうですね。私はこの前文学部新歓キャンプで企画スタッフを

させてもらった時に感じました。企画をしていく中でみんなの

いろんな考え方を知る機会ができて、新しい自分も発見できた

んです。「私ってこんなこともできるんや」と思えたことで、

可能性を広げられたと思う。

やっしー：文学部の中でもいろんな人がいるよね。サークルに打ち込んで

る人もいれば、自分の夢に向かって専門学校に通ってる人もい

るし。頑張ってる人が多いなって思います。

キムチ：文学部って良い意味で変な人も多いですよね(笑)。特に3回生く

らいになると、変な人の極みみたいなのが出てくるから(笑)。

おりん：極み？(笑)

キムチ：2回生からのコース決めで、だんだん自分のやりたいことが決

まってくると、専門分野が大好きになってくるんですよ。例え

ば表文(表現文化)コースの人なら映画が大好きで、スター

ウォーズのセリフを全部言えたりとか、国文コースの人なら漢

字が大好きで、漢字の良さをいつも解説してくれたりとか。そ

れぞれの興味の違いから刺激を受けて、お互いに人間性が成長

していくのかもしれないですね。

ゆい　：みんなキャラが濃い(笑)。　

おりん：濃いですね。

やっしー：自分の世界を持ってるよね。

アニキ：確かに大学ではそういう自分の世界とかに気付けると思う。時

間はかかるかもしれないけどね。それでも変な人になってほし

い。その方が面白いしね。実際にそういう人と接してみて、

「あ、この人おもしれーな」「この人みたいになりたい

なー」って思えたりする。

キムチ：そう、僕から見たらアニキとかほんまに良い意味での変な人で

すよ。

おりん：どういう所がですか？

キムチ：アニキは哲学を勉強されてるんやけど、僕がやってる社会学は

もともと哲学から派生した学問なんで、考え方とかも似てる部

分があって、話してるとすごく参考になる。

アニキ：そういう人って、見つけるとすごい良いよな。自分で言うのも

恥ずかしいけど、そういう存在ってすごい大切。

キムチ：うんうん。

おりん：学部の3回生と院生って普通全然接点がないように思うんです

けど、仲良しなんですね。

キムチ：大学っていう所は、自分から何かをやろうと思わないと暇で終

わってしまうとよく言われるけど、ほんとその通りで。だから

僕は大学生で大事にした方がいい事として"ノリ"ってあると思

う。その場のノリで飛び込んだところで新しい出会いがあった

りだとか。

一同　：あー。

ゆい　：勢いですね。

おりん：若さゆえですね(笑)。

キムチ：そうそう若さゆえ!!　大学生時代はなんでもやってみたいと思

う。

やっしー：確かに就職活動をちょっと前までやってて、その時に僕も"今し

かできない事"っていっぱいあるなって思って。

一同　：あー。うんうん。

やっしー：それぞれ各回生でしかできない事があると思う。僕もその時々

でいろんな事をやってきて良かったなって思うけど、それでも

まだやり残したと感じることもある。だからこれからも"今"を

大切にしたいな。

アニキ：そういや2回生でコース決める時、ゆいはどんな感じやった？

ゆい　：私は入る前から英語が好きで、「市大やったら英文コースに進

もう」って決めてたんですよ。だからあまり迷いもなくて。で

も実際に入ってみたら想像してたのと違った所もありました

(笑)。入ってみて初めて「難しいな」と思ったり、「面白い

な」と思ったり。

おりん：なるほど。専門のコースの授業だけじゃなくて、他のコースの

授業も受けれますよね？　ゆいさんは他のコースの授業も受け

てますか？

ゆい　：社学(社会学)コースの授業とか結構受けてますよ！

キムチ：うちのコースや！

ゆい　：専門外やけど、面白いです。

やっしー：そう、なんか授業を受けてみるとイメージが変わるんですよ。

僕は歴史には全然興味がなかったから高校の歴史の授業は苦労

したけど、大学の歴史の授業では、ただ暗記するだけじゃなく

て出来事の背景や登場人物をより深く学べる。だから歴史も捨

てたもんじゃないなって思いました。

おりん：そうですよね。やっぱり15コースもあって、入学してから選べ

るのは嬉しいことやなぁと思いますね。

やっしー：1回生の間はまだ専門に分かれてないから、いろんな分野の授

業を受けてみて、選択の幅を広げられるからね。他コースの授

業を受けると、専門のコース以外の先生とも知り合えますよね。

アニキ：俺にとっては自分の運命を変えたっていう先生がいるよ。俺が

ある特定のことを頑張ってて、それを頑張れって言ってくれる

先生がおるのよね。個人的にも応援してくれたりとか。人間と

してもこういう人になりたいなって。そういう人が見てくれて

る所で頑張りたいって思うし。

おりん：素敵な出会いですね。

ゆい　：うらやましい。

キムチ：じゃあ最後に、皆さんにとって市大文学部ってどんな所です

か？　僕にとっては"拠り所"なんですよね。自分の興味ある事

を拾っていって、そこから発展的に……って感じですね。

ゆい　：私は、なんか……"好き"(笑）。

一同　：おぉ～いいねぇ。

ゆい　：他の学部からみたら、「文学部ってなにやってるかわからん」

とか、「就職で困りそう」とか、いろんなイメージあると思う

んですけど、そんな風に言われたら「そんなことないよ!!」っ

て思うし。

アニキ：ないない(笑)、そんなことないよな。

おりん：そうですね、私も"これからの人生を輝かせてくれる場所"にし

たいと思います。やっしーさんはどうですか？

やっしー：僕は、恥ずかしいんやけど、"理想の自分を見えるようにしてく

れた場所"かな。「こうなりたい」っていうのがすごく曖昧やっ

たけど、今は、元気でいつでも楽しくって気軽に話せるような

人になりたいと思う。そんな理想像を確立させてくれたのは市

大文学部やったし、そのきっかけになったのは、市大の中にい

る人やったり、先生やったり、僕に関わってくれた人たちやっ

たなって思います。

アニキ：俺はね……"家"とか。俺を支えてくれるお父さんがいたりとか、

可愛い兄弟たちがいたりだとか、一緒にいたら落ち着けるし、

可愛がってやりたいやつもいるし、尊敬できる先生もいるし、

まぁそんな感じですかね。

アニキとはライブ会場で出会いま
した。そこで見知らぬ僕に年下と
いうだけでカレーをおごってくれ
るというダンディさを見せつけて
くれました。今では夜通し飲みまく
る仲です。高嶋さんLOVE!!

おりんは文学部の後輩です。春の
新入生歓迎キャンプで新入生とし
て参加した彼女は僕がリーダーを
務める班でした。笑顔が素敵じゃ。
今は教育促進支援機構という文学
部の団体で一緒に活動しています。

ゆいさんに初めて出会い、一目惚
れしたのは新歓キャンプの時でし
た☆　今では同じサークルで楽し
くテニスしています。いつもかわ
いいゆいさんの笑顔はみんなの
癒しです♪

やっしーさんとの出会いは去年の
新歓キャンプ♪　やっしーさん
は、第一印象も実際も、気配り上手
で優しくて、ほんま素敵な先輩で
す!☆　今も教育促進支援機構つ
ながりでとってもお世話になって
います(^^)

キムチとはコースの飲み会で知り
合いました！　豊富な知識と巧み
な話術を操る、とても魅力的な奴
です☆　一緒にいて楽しいんで、
これからもっと絡んでいく予定で
す♪　よろしく！！

キャンパスの一角で文学部の1回生から院生ま
で5人が集まっています!!　話題は、「市大文学部
の素敵なところ♪」。どんな会話が繰り広げられ
ているか、ちょっとのぞいてみませんか?

学年がばらばらでも、5
人はとっても仲が良さそ
う。一体どんな風に出
会ったのでしょう？
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■ 教育促進支援機構とは
　文学部50周年を契機として設立された「大阪市立大学文学部・文学
研究科教育促進支援機構」は、学生（学部学生＋大学院学生）を主役
とする、全国でも類を見ないユニークな組織です。教育促進支援機構
は、学生の教育、研究、進路を支援すべく、5つのチームを擁してお
り、そこでは、学生の立案した企画が、学生自身の手によって――教
員はあくまで縁の下の力持ち的サポート役――つぎつぎと実現されて
いっています。

■ 4 つの C
　教育促進支援機構は、理念として、
・社会に積極的に Commitment 可能な、その向上に寄与しうる人材を
育てる

・会員の Collaboration による
・Communication 能力を向上させ、新たな可能性を創発させる
・学生の Career 形成を実現する
の「4 つの C」掲げています。じっさい、この教育促進支援機構の事業
にかかわることで、学生たちは、おおきな成長をみせています。

■ 5つのチーム
● 教育支援
教育支援では、文
学部生の教育環境
をより良くするた
めに、「新入生歓
迎キャンプ」「先
輩学生によるコー
スガイダンス」な
どによる、大学生
活の基本的な部分
の支援、そして、
「外国語勉強会」
などによる文学部
生の主体的活動の
促進、さらには、
「TOE F L道場」
「留学支援セミナ
ー」「留学生との
交流会」などの国
際教育の支援にも
力をそそいでいま
す。

● 研究支援
研究支援は、文学部生の自主的
かつ主体的な知的探求創造の活
動全般を支援しています。具体
的には、学生が集まっての研究
会や勉強会への助成、卒論に悩
む人のための「卒業論文セミナ
ー 」 や 「 レ ポ ー ト ・ セ ミ ナ
ー」、大学院生がじぶんの研究
を報告しあう「院生フォーラ
ム」「文学カフェ」などの開
催、書評賞、研究奨励賞、優秀

卒論・修論賞の企画と審査などもおこなっています。
● 進路支援
進路支援事業では、毎週「メールマガジン」を配信して、就職や進学を
目指す文学部生
（大学院生も含
む）に役立つ情報
を提供したり、ほ
ぼ月一回の割合で
「文学部生向け進
路支援セミナー」
を開催し、自己分
析法、面接対策、
内定者体験談、就
業体験講演など、
みなさんが進路
（一般就職・公務
員・教員・大学
院）を決定していく上での有効なアドバイスを行なっています。
● 編集

編集チームは、教育促進支援機
構の機関誌『フォーラム人文
学』の編集作業をおこないま
す。支援機構の活動報告や、優
秀卒論・修論、各コース紹介な
ど、文学部・文学研究科の活動
を伝えるメディアを世に送り出
すとともに、一冊の雑誌をゼロ
から作りあげる達成感や、出版

編集実務のイロハを学ぶのにも最適の機会を提供しています。
● 広報
広報は、内外へ向けての、教育促進支援機構の宣伝、その事業普及のた
め、壁新聞やチラシ、パンフレット
を作成したり、公式webサイトの作
成・更新や、各事業の記録（写真や
動画）を行なうセクションです。も
ちろん、mixi やメーリングリストな
ども計画中です。

■ そして……
　教育促進支援機構の支援事業にた
ずさわるなかで、学生自身も成長し
ていきます。つまり「成長支援」の
組織でもあるわけです。みなさん
も、ぜひ、大阪市立大学文学部に入
学して、みなさん自身の企画を実現
し、ゆたかに成長してください。

哲学歴史学科
日本史コース

2回生　山本　達也

1回生　渡辺　真衣

1回生　中瀬　亜弓 1回生　林部　真実

1回生　畑　洋子1回生　西岡　美樹

1回生　松本　蘭

人間行動学科社会学コース
2回生　皿谷　磨衣子

1回生　白井　優香

人間行動学科社会学コース
4回生　林　佑樹

言語文化学科
英米言語文化コース
2回生　塩田　知加

人間行動学科社会学コース
4回生　小笠原　令子

1回生　久保　望

1回生　三田　千広

哲学歴史学科
世界史コース

4回生　梶川　悠樹

1回生　小縣　さくら子

1回生　藤井　彩香

大山　大樹

※ここで紹介しているのは、ごく一部のスタッフです。
※この冊子の作成に携わったスタッフを中心に掲載しています。

大学っていうのは、自分の

やりたいことがやれる場

所だと思います♪　勉強、

サークル、その他の活動、

もちろん遊びも！　高校生

のうちにひとつでもやりた

いことを見つけておけば、

大学生活が楽しくなるは

ず!!

市大に入って本当によ

かったことは、大切な仲間

に出会えたこと。一生の財

産です。出会いは日々の選

択の結果、決意の伴う選択

ほど、重大な出会いをもた

らすかもしれません。悔い

のない大学選択で、素敵

な出会いをゲットしてくだ

さいね!!

大学にはいろんな人がい

てて素敵な出会いがいっ

ぱぃあります♪　受験は

大変だったけど、そのおか

げで周りに支えられて今

まで生きてきた事も実感

できました☆　どんな時

でも今を思いっきり楽しん

で下さぃネ(*´▽｀*)

大学生活を一言で表すな

ら「自分次第」。何を学ぶ

か、何をして過ごすか…本

当に人によりけりです。み

んなが大学生になったと

き、自分のしたいことを見

つけて有意義な学生生活

を送ることができるよう

に、応援してます☆

高校までと違って自分で

何を勉強するかを決める

のが大学です。自分の進

みたい道にむかって頑

張って下さい。

大学は、ありえないくらい

自由なとこなので、できる

ことがめっちゃ増える。だ

からこそ、自分でしたいこ

とを見つけて、どんどんし

ていってほしい。できない

と思うより、まずやってみ

ようというアグレッシブな

気持ちを!!

パンフレット読んでくれて

ありがとう☆　高校生活

楽しんでますか??　先の

ことに目を向けるんも大

事やけど、"今"をめーいっ

ぱい楽しんで下さい。制服

デートとかね(笑)。心配せ

んでも大学生になれるよ

♪　市大で待ってます!!

減点法ではなく加点法で

考えると、人生はもっと楽

しくなる!!　そして、何がで

きるかじゃなくて何がした

いかで、次の1秒に歩みだ

そう!!　だって、そっちの方

がワクワクするやん?何も

しなかったら明日は変わ

らない。だから今この瞬間

動き出そう!!

大学は、たくさんの人と出

会えるところです！　自分

次第でどんどん友達の輪

を広げることができますよ

(^o^)／　自由に使える時

間が多いのもいいところ！ 

いろんなことにチャレンジ

できます(・∪・*)♪

大学ってどんなんやろ

～?って思っている、そこの

あなた!!!やりたいことがで

きる所!やりたいと思わな

きゃできない所!それが大

学★自分の気持ち次第で、

180゜人生転換・人間改革

可能!!　　It's Up To You!!

　

大学には「出会い」があり

ます。まず人との出会い。

そしてたくさんの人と話し

ていく中で新しい自分との

出会いもあります。みなさ

んも大学で「こんな自分が

おったんや!!」という驚き、

ワクワク感をぜひ味わって

ください☆　

高校も大学も「楽しんだも

ん勝ち！」ってところは変わ

りません。自分がどんな時

に何をしたら、どんな勉強

が楽しいと思うのか、是非

とも考えてみてください。

その舞台が市大文学部で

あれば幸いです。

大学生活では、自分で一

歩を踏み出すことでやり

たいことが何でもできま

す。いろんな人に出会えま

す。アンテナを張って、面

白そうなことにどんどん

チャレンジしてはどうで

しょうか？　新たな自分に

出会えるかも!!

受験って言葉を聞くとマイ

ナスに考えがちだけど、正

直な話振り返ってみると良

い思い出。必死で何かに

取り組むことは自分を成

長させてくれる。気力と体

力があるうちにやれるだ

けのことをやっといて損は

ないはずです。

今はまだまだ悩むことは

山ほどいっぱいあると思

います。けど、苦しいことで

も何でも今頑張っているこ

とはきっといつかのあな

たのために役に立つこと

ばかりです。皆さんと会え

る4月が今からとっても楽

しみです!!

憧れの市大文学部に入学

してから、毎日が前向きに

進んでいるのを感じます。

楽しそうなことには反射的

に飛び込むっていう基本

姿勢ができました。夢を持

つ場所、そして夢を叶える

場所＝市大文学部♪♪

人は「キモチ」で動くもの。

大学生活の醍醐味☆　そ

れは、人・場所・経験、そし

て自分との新たな出会い。

やりたいことは「今」やろう

よ♪　楽しい瞬間は自分

で創る。その瞬間を一緒に

過ごせることを願ってます

☆

皆さんの中には早く大学

生になりたいと思っている

人も多いと思います。で

も、大学生になったら、高

校生がうらやましかったり

するんですよ。勉強も大切

ですが、一生のなかで一

度きりの高校生活を楽し

んでくださいね。


